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章

最初にお読みください
Cisco IOS XE 16 に関する重要な情報
Cisco IOS XE Release 3.7.0E（Catalyst スイッチング用）および Cisco IOS XE Release 3.17S（アク
セスおよびエッジ ルーティング用）から、2 つのリリースは単一バージョンのコンバージド リ
リース Cisco IOS XE 16 に進化（マージ）しています。これにより、スイッチングおよびルーティ
ング ポートフォリオにおける広範なアクセス製品およびエッジ製品を 1 つのリリースでカバー
します。

（注）

機能が導入されると、技術構成ガイドの「Feature Information」に記載されます。その機能に対
して別のプラットフォームがサポートされたときには、それが記載されていないこともありま
す。目的のプラットフォームで特定の機能がサポートされているかどうかを判断するには、目
的の製品のランディング ページに掲載された技術構成ガイドを確認してください。目的の製
品のランディング ページに技術構成ガイドが表示された場合は、その機能が目的のプラット
フォームでサポートされていることを意味します。
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Cisco IOS XE DHCP サーバの設定
Cisco IOS XE ソフトウェアを実行している Cisco ルータには、Dynamic Host Configuration Protocol
（DHCP）サーバとリレー エージェント ソフトウェアが含まれています。Cisco IOS XE DHCP
サーバは包括的な DHCP サーバを実装し、ルータ内の指定されたアドレス プールから DHCP ク
ライアントへの IP アドレスの割り当てと管理を行います。DHCP サーバは、ドメイン ネーム シ
ステム（DNS）サーバの IP アドレスやデフォルト ルータなどの追加のパラメータを割り当てる
ように設定できます。
このモジュールでは、DHCP サーバの設定に必要な概念と作業について説明します。
• 機能情報の確認, 3 ページ
• DHCP サーバを設定するための前提条件, 4 ページ
• Cisco IOS XE DHCP サーバについて, 4 ページ
• Cisco IOS XE DHCP サーバの設定方法, 10 ページ
• Cisco IOS XE DHCP サーバの設定例, 47 ページ
• その他の参考資料, 54 ページ
• Cisco IOS XE DHCP サーバの機能情報, 55 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、Bug Search Tool およびご使用の
プラットフォームおよびソフトウェア リリースのリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールで説明される機能に関する情報、および各機能がサポートされるリリースの一覧につい
ては、機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
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DHCP サーバを設定するための前提条件
• Cisco Dynamic Host Control Protocol（DHCP）サーバを設定する前に、「DHCP サーバの概要」
の項で説明されている概念について理解する必要があります。
• Cisco DHCP サーバとリレー エージェント サービスは、デフォルトで有効化されています。
Cisco DHCP サーバとリレー エージェントを無効化するには、noservicedhcp コマンドを使用
します。この機能を再有効化するには、servicedhcp コマンドを使用します。
• Cisco DHCP/BOOTP のデフォルト設定では、ポート 67（DHCP サーバのポート）は閉じられ
ています。servicedhcp コマンドには、サービスの有効化とサービスの実行という 2 つの論理
部分があります。DHCP サービスはデフォルトで有効化されていますが、ポート 67 は DHCP
サービスが実行されるまで開かれません。DHCP サービスの実行中に、showipsocketsdetails
コマンド、または showsocketsdetail コマンドを使用すると、ポート 67 が開かれていること
が表示されます。
• Cisco DHCP リレー エージェントは、iphelper-address コマンドを設定した場合にのみ、イン
ターフェイスで有効化されます。このコマンドにより、設定済みの DHCP サーバに DHCP ブ
ロードキャストを転送できるようになります。

Cisco IOS XE DHCP サーバについて
DHCP サーバの概要
Cisco DHCP サーバはクライアントからのアドレス割り当て要求と更新を受け取り、DHCP アドレ
スプール内の定義済みアドレスグループからアドレスを割り当てます。また、これらのアドレス
プールは、ドメイン ネーム システム（DNS）サーバの IP アドレス、デフォルト デバイス、その
他の設定パラメータなどの詳細情報を要求側クライアントに提供するように設定できます。Cisco
DHCP サーバは、ローカル接続されている LAN セグメントからのブロードキャストや、ネット
ワークにある他の DHCP リレー エージェントから転送された DHCP 要求のブロードキャストを受
け入れることができます。

データベース エージェント
DHCP データベース エージェントとは、DHCP バインディング データベースが格納されている任
意のホスト（FTP、TFTP、rcp サーバなど）や DHCP サーバ上のストレージ メディア（フラッシュ
ディスクなど）です。DHCP データベース エージェントは複数設定でき、データベースを更新す
る間隔や各エージェント間の転送の間隔も設定できます。
自動バインディングとは、DHCP データベースで検出されたホストの MAC アドレスに自動的に
マッピングされた IP アドレスです。自動バインディング情報（リースの有効期限、インターフェ
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イス インデックス、VPN ルーティングおよび転送（VRF）名など）はデータベース エージェント
に保存されます。バインディングはメンテナンスが容易なテキスト レコードで保存されます。

アドレスの競合
2 つのホストが同一の IP アドレスを使用すると、アドレスの競合が発生します。アドレスの割り
当て中、DHCP は ping とアドレス解決プロトコル（ARP）を使用して競合を確認します。競合が
検出されると、そのアドレスはプールから削除されます。そのアドレスは、管理者が競合を解決
するまで割り当てられません。

DHCP アドレス プールの規定
DHCP アドレス プールには、意味を表す文字列（「engineering」など）や整数（0 など）の名前を
設定できます。また、DHCP アドレス プールを設定すると、ルータが DHCP プール コンフィギュ
レーション モードになります。このモード、(dhcp-config)# プロンプトで識別されます。このプロ
ンプトから、プールのパラメータ（IP サブネット番号やデフォルト ルータのリストなど）を設定
できます。

DHCP アドレス プールの選択
DHCP は 1 つのプロセスを定義します。このプロセスにより、DHCP サーバは DHCP クライアン
トが存在する IP サブネットを認識し、サブネット内の有効な IP アドレスのプールから IP アドレ
スを割り当てることができます。DHCP サーバがクライアント要求へのサービスを提供するため
に使用する DHCP アドレス プールを特定するプロセスについては、この項で説明します。
DHCP サーバは、クライアントの要求を処理するために使用する DHCP アドレス プールを次のよ
うに特定します。
• クライアントが直接接続していない場合（DHCPDISCOVER ブロードキャスト メッセージの
giaddr フィールドがゼロ以外の場合）、DHCP サーバは giaddr フィールド内の IP アドレスが
含まれているサブネットを持つ DHCP プールと DHCPDISCOVER を照合します。giaddr フィー
ルドは、DHCP パケットのゲートウェイ IP アドレス フィールドです。DHCP リレー エージェ
ントは、このパケットにゲートウェイ IP アドレスを設定し、リレー エージェント情報オプ
ション（Option 82）を追加して、DHCP サーバに転送します。サーバからの応答は、Option
82 を削除してからクライアントに転送されます。
• クライアントが直接接続している場合（giaddr フィールドがゼロの場合）、DHCP サーバは
受信側インターフェイスに設定されているサブネットが含まれる DHCP プールと
DHCPDISCOVER を照合します。インターフェイスにセカンダリ IP アドレスがある場合は、
セカンダリ IP アドレスが関連付けられているサブネットに、可能な割り当てがあるかどうか
が検証されます。ただし、これはサブネットに関連付けられているプライマリ IP アドレス
（インターフェイス上）の空きがなくなった場合に限り行われます。
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Cisco IOS XE DHCP サーバ ソフトウェアは、IP アドレスの割り当てを行う高度な機能をサポート
します。詳細については、「Option 82 を使用した DHCP サーバ アドレスの割り当て」の項を参照
してください。

アドレス バインディング
アドレス バインディングとは、クライアントの IP アドレスおよび MAC アドレス間のマッピング
です。クライアントの IP アドレスは、管理者が手動で割り当てることも、DHCP サーバによって
プールから自動的に割り当てることもできます。
手動バインディングでは、DHCP データベースで検出されたホストの MAC アドレスに IP アドレ
スを手動でマッピングします。手動バインディングは、DHCP サーバの NVRAM に保存されます。
手動バインディングは単なる特殊なアドレス プールです。手動バインディングの数に制限はあり
ませんが、1 つのホスト プールに設定できる手動バインディングは 1 つだけです。
自動バインディングとは、DHCP データベースで検出されたホストの MAC アドレスに自動的に
マッピングされた IP アドレスです。バインディングは DHCP サーバの揮発性メモリに保存される
ため、電源障害やその他の理由でルータがリロードする状況が発生した場合、バインディング情
報は失われます。このような状況で自動バインディング情報が失われないようにするために、
DHCP データベース エージェントと呼ばれるリモート ホストに自動バインディング情報のコピー
を保存できます。バインディングは定期的にデータベース エージェントに書き込まれます。ルー
タがリロードすると、バインディングはデータベース エージェントから DHCP サーバの DHCP
データベースに再び読み込まれます。

（注）

シスコではデータベース エージェントを使用することを強く推奨します。ただし、Cisco IOS
XE DHCP サーバはデータベース エージェントがなくても動作します。
すべての DHCP クライアントは DHCP パケットでクライアント ID（DHCP Option 61）を送信しま
す。このようなクライアントに手動バインディングを設定するには、DHCP プール コンフィギュ
レーション コマンドの client-identifier を、DHCP クライアントを識別する適切な 16 進値ととも
に入力する必要があります。

ping パケットの設定
DHCP サーバはデフォルトで、要求しているクライアントに特定のアドレスを割り当てる前に、1
つのプール アドレスに ping を 2 回送信します。ping の応答がない場合、DHCP サーバは、このア
ドレスが未使用である可能性が高いと見なして、要求しているクライアントにアドレスを割り当
てます。
デフォルトでは、DHCP サーバは ping パケットのタイムアウト前に 2 秒間待機します。
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DHCP 属性の継承
DHCP サーバ データベースはツリー構造になっています。ツリーのルートはナチュラル ネット
ワークのアドレスプール、ブランチはサブネットワークのアドレスプール、リーフはクライアン
トへの手動バインディングです。サブネットワークはネットワーク パラメータを継承し、クライ
アントはサブネットワーク パラメータを継承します。したがって、ドメイン名などの共通のパラ
メータは、ツリーの最上位（ネットワークまたはサブネットワーク）レベルに設定する必要があ
ります。
継承されたパラメータはオーバーライドできます。たとえば、パラメータがナチュラル ネット
ワークとサブネットワークの両方に定義されている場合は、サブネットワークの定義が使用され
ます。
アドレス リースは継承されません。IP アドレスにリースが指定されていない場合は、デフォルト
で DHCP サーバがそのアドレスに 1 日リースを割り当てます。

Option 82 を使用した DHCP サーバ アドレスの割り当て
Cisco IOS DHCP サーバは、リレー エージェントから送信されたリレー情報オプション（Option
82）に基づいて、ダイナミック IP アドレスを割り当てることができます。
DHCP は、TCP/IP ネットワーク上のホストに設定情報を渡すフレームワークを提供します。設定
パラメータと他の制御情報は、DHCP メッセージのオプション フィールドに保存されているタグ
付きデータ項目で伝送されます。データ項目は、オプションとも呼ばれます。オプション82は、
リレー エージェントが認識する情報を含んだ単一の DHCP オプションとして構成されています。
自動 DHCP アドレス割り当ては、IP アドレスに基づきます。この IP アドレスは、ゲートウェイ
アドレス（DHCP パケットの giaddr フィールド）、または着信インターフェイスの IP アドレスの
どちらかになります。一部のネットワークでは、割り当てる IP アドレスを決定するために追加情
報を使用する必要があります。Option 82 を使用することで、Cisco IOS DHCP リレー エージェン
トは、クライアントが発信した DHCP パケットを DHCP サーバに転送する際に、そのリレー エー
ジェント自体の追加情報を含めることができます。Cisco IOS DHCP サーバも、Option 82 を使用し
て、DHCP クライアントに IP アドレスを適切に割り当てるための追加情報を提供できます。Option
82 によって送信される情報は、DHCP 要求が到着するポートを識別するために使用されます。自
動 DHCP アドレス割り当てでは、Option 82 内に含まれている個々のサブオプションは解析されま
せん。代わりに、設定されたパターンをバイト単位で照合して、アドレスを割り当てます。
この機能には、DHCP クラスの新機能が導入されています。これは、クライアントが常駐するサ
ブネットではなく、一定の共通の特性に基づいて DHCP クライアントをグループ化するための方
法です。
たとえば、単一のスイッチの 2 つのポートに DHCP クライアントが接続されているとします。そ
れぞれのポートは、VLAN1 および VLAN2 という、2 つの VLAN の一部として設定できます。
DHCP クライアントは VLAN1 または VLAN2 のいずれかに属し、スイッチは特定の DHCP Discover
メッセージが属している VLAN を（多くの場合レイヤ 2 のカプセル化を通じて）区別できます。
それぞれの VLAN は固有のサブネットを持ち、同一 VLAN（同一スイッチ）から送信されるすべ
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ての DHCP メッセージには、VLAN のサブネットを表す同一値が設定されている giaddr フィール
ドがあります。
同じ VLAN の別のポートに接続されている DHCP クライアントに IP アドレスを割り当てるとき
に、問題が発生する可能性があります。これらの IP アドレスは同じサブネットに属している必要
がありますが、IP アドレスの範囲は異なっている必要があります。前記の例では、VLAN1 のポー
トに接続された DHCP クライアントには VLAN のサブネット内の IP アドレスの範囲から IP アド
レスを割り当てる必要があり、VLAN1 のポート 2 に接続している DHCP クライアントには別の
IP アドレスの範囲から IP アドレスを割り当てる必要があります。この 2 つの IP アドレスの範囲
は、同じサブネットに属しています（また、同じサブネット マスクを持ちます）。通常、DHCP
サーバは DHCP アドレス割り当ての際に giaddr フィールドのみを参照し、2 つの範囲を区別する
ことはできません。
この問題を解決するために、スイッチに常駐するリレー エージェントはリレー情報オプション
（Option 82）を挿入して、そのポートに特有の情報が伝達されるようにします。DHCP サーバは、
アドレス選択の処理中に giaddr フィールドと挿入された Option 82 の両方を検査します。
デバイスで Option 82 を有効化すると、次のイベントが順番に発生します。
1 ホスト（DHCP クライアント）は DHCP 要求を生成し、これをネットワーク上にブロードキャ
ストします。
2 この DHCP 要求を受信したデバイスは、パケットに Option 82 情報を追加します。Option 82 情
報には、デバイスの MAC アドレス（リモート ID サブオプション）と、受信したパケットの
発信元ポートの ID である vlan-mod-port（回線 ID サブオプション）が含まれます。
3 デバイスは、DHCP パケットにリレー エージェントの IP アドレスを追加します。
4 デバイスは、Option 82 フィールドを含む DHCP 要求を DHCP サーバに転送します。
5 DHCP サーバはこのパケットを受信します。Option 82 に対応しているサーバは、リモート ID、
回線 ID、またはその両方を使用して IP アドレスを割り当てたり、1 つのリモート ID または回
線 ID に割り当て可能な IP アドレスの数を制限するようなポリシーを実装したりできます。
DHCP サーバは、Option 82 フィールドを DHCP 応答内にエコーします。
6 デバイスがサーバへの要求を中継した場合、DHCP サーバはそのデバイスに応答をユニキャス
トします。デバイスは、リモート ID フィールドと、場合によっては回線 ID フィールドも調べ
て、そのデバイスが最初に Option 82 データを挿入したことを確認します。デバイスは、Option
82 フィールドを削除して、DHCP 要求を送信した DHCP クライアントに接続されているイン
ターフェイスにそのパケットを転送します。
Cisco ソフトウェアは、IP アドレス（giaddr または着信インターフェイスの IP アドレス）のプー
ルを参照して、プールに設定されている 1 つ以上のクラスと要求を、DHCP プールの設定で指定
されたクラスの順序に従って照合します。
1 つの DHCP アドレス プールに 1 つ以上の DHCP クラスが設定されている場合、このプールはア
クセスが制限されたプールになります。これは、1 つ以上のクラスがプールで一致した場合を除
き、このプールからはアドレスが割り当てられないことを意味します。この設計により、DHCP
クラスを使用して、アクセスを制御したり（プールにデフォルト クラスを設定しない）、より多
くのアドレス範囲パーティションをプールのサブネットに提供したりできます。
複数のプールを同じクラスで設定できるため、複数のプールに同じパターンを設定する必要はあ
りません。
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Option 82 を使用した DHCP サーバ アドレスの割り当て

DHCP のクラスベースのアドレス割り当てでサポートされている機能は次のとおりです。
• 新しいリレー エージェント情報コンフィギュレーション モードで relay-informationhex コマ
ンドを使用して、フル リレー エージェント情報オプション値を 16 進の raw 文字列として指
定。
• リレー情報の 16 進 raw 値のビットマスキング サポート。
• relay-information hex コマンドで指定した、16 進文字列の末尾のワイルドカードのサポート。
リレー エージェントが DHCP パケットに Option 82 を挿入しても giaddr フィールドを設定しない
場合は、ipdhcprelayinformationtrusted コマンドを使用して、DHCP サーバ インターフェイスを信
頼されたインターフェイスとして設定する必要があります。この設定を行うと、サーバで DHCP
メッセージが削除されることがなくなります。

Option 82 の機能設計を使用した DHCP アドレスの割り当て
DHCP は、TCP/IP ネットワーク上のホストに設定情報を渡すフレームワークを提供します。設定
パラメータと他の制御情報は、DHCP メッセージのオプション フィールドに保存されているタグ
付きデータ項目で伝送されます。データ項目自体もオプションと呼ばれます。オプション82は、
リレー エージェントが認識する情報を含んだ単一の DHCP オプションとして構成されています。
この機能は、Cisco IOS XE DHCP サーバがクライアントに割り当てる IP アドレスを Option 82 情
報を使用して判別するために役立つよう設計されています。Option 82 を介して送信される情報
は、DHCP 要求が着信したポートを識別するために使用されます。この機能は、Option 82 内に含
まれている個々のサブオプションについては解析しません。代わりに、設定されたパターンをバ
イト単位で照合して、アドレスを割り当てます。
この機能には、DHCP クラスの新機能が導入されています。これは、クライアントが常駐するサ
ブネットではなく、一定の共通の特性に基づいて DHCP クライアントをグループ化するための方
法です。

Option 82 を使用した DHCP アドレス割り当ての例
例として、単一のスイッチの 2 つのポートに DHCP クライアントが接続しています。それぞれの
ポートは、VLAN1 および VLAN2 という、2 つの VLAN の一部として設定できます。DHCP クラ
イアントは、VLAN1 または VLAN2 のいずれかに属し、特定の DHCP Discover メッセージが属し
ている VLAN を（多くの場合レイヤ 2 のカプセル化を通じて）スイッチで区別できると見なされ
ます。それぞれの VLAN は固有のサブネットを持ち、同一 VLAN（同一スイッチ）から送信され
るすべての DHCP メッセージには、VLAN のサブネットを表す同一値が設定されている giaddr
フィールドがあります。
問題は、VLAN1 のポート 1 に接続する DHCP クライアントには VLAN のサブネット内の 1 つの
範囲から IP アドレスを割り当てる必要があり、VLAN1 のポート 2 に接続する DHCP クライアン
トには、別の範囲から IP アドレスを割り当てる必要があることです。この 2 つの IP アドレス範
囲は両方とも、同じサブネットの一部であり、同じサブネット マスクを持ちます。通常の DHCP
アドレス割り当てでは、DHCP サーバは giaddr フィールドだけを調べるため、2 つの範囲を区別
することはできません。
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Cisco IOS XE DHCP サーバの設定方法

この問題を解決するために、スイッチに常駐するリレー エージェントはリレー情報オプション
（Option 82）を挿入して、そのポートに特有の情報が伝達されるようにします。DHCP サーバは、
アドレス選択プロセスの間、giaddr フィールドと挿入された Option 82 の両方を検査する必要があ
ります。

DHCP クラスの機能
Cisco IOS XE ソフトウェアは、IP アドレス（giaddr または着信インターフェイスの IP アドレス）
に基づいてプールを検索してから、プールに設定されている 1 つ以上のクラスと要求を、DHCP
プールに指定されたクラスの順序に従って照合します。
1 つの DHCP アドレス プールに 1 つ以上の DHCP クラスが設定されている場合、このプールはア
クセスが制限されたプールになります。これは、クラスの 1 つ以上がプールで一致した場合を除
き、このプールからはアドレスが割り当てられないことを意味します。この設計により、DHCP
クラスを使用して、アクセスをコントロールしたり（プールにデフォルトクラスを設定しない）、
より多くのアドレス範囲パーティションをプールのサブネットに提供したりできます。
複数のプールを同じクラスで設定できるため、複数のプールに同じパターンを設定する必要はあ
りません。
現在、DHCP のクラスベースのアドレス割り当てでサポートされている機能は次のとおりです。
• 新しいリレー エージェント情報コンフィギュレーション モードで relay-information hex コマ
ンドを使用して、フル リレー エージェント情報オプション値を 16 進の raw 文字列として指
定。
• リレー情報の 16 進 raw 値のビットマスキング サポート。
• relay-information hex コマンドで指定した、16 進文字列の末尾のワイルドカードのサポート。

Cisco IOS XE DHCP サーバの設定方法
DHCP データベース エージェントの設定または競合のロギングの無効
化
DHCP データベース エージェントとは、DHCP バインディング データベースが格納されている任
意のホスト（FTP、TFTP、Remote Copy Protocol（RCP）サーバなど）や DHCP サーバ上のスト
レージ メディア（disk0 など）です。複数の DHCP データベース エージェントを設定できます。
また、各エージェントに対するデータベースの更新と転送の間の間隔も設定できます。
自動バインディングとは、DHCP データベースで検出されたホストの MAC アドレスに自動的に
マッピングされる IP アドレスです。自動バインディング情報（リースの有効期限、インターフェ
イス インデックス、VPN ルーティングおよび転送（VRF）名など）はデータベース エージェント
内に保存されます。バインディングはメンテナンスが容易なテキスト レコードで保存されます。
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2 つのホストが同一の IP アドレスを使用すると、アドレスの競合が発生します。アドレスの割り
当て中、DHCP は ping とアドレス解決プロトコル（ARP）を使用することで競合を確認します。
競合が検出されると、そのアドレスはプールから削除されます。そのアドレスは、管理者が競合
を解決するまで割り当てられません。

（注）

シスコではデータベース エージェントを使用することを強く推奨します。ただし、Cisco DHCP
サーバはデータベース エージェントがなくても動作します。DHCP データベース エージェン
トを設定しない場合、noipdhcpconflictlogging コマンドをグローバル コンフィギュレーション
モードで使用して、DHCP サーバ上の DHCP アドレス競合の記録を無効にします。競合のロギ
ングが設定されているにもかかわらず、データベース エージェントが設定されていない場合
は、デバイスをリブートすると、スイッチオーバー中にバインディングが失われます。誤った
競合が発生すると、アドレス プールからアドレスが削除されることがあります。

手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. 次のいずれかを実行します。
• ipdhcpdatabaseurl [timeoutseconds | write-delayseconds]
• noipdhcpconflictlogging
4. end

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

次のいずれかを実行します。
• ipdhcpdatabaseurl [timeoutseconds |
write-delayseconds]

データベース エージェントと呼ばれるリモート ホス
ト上で自動バインディングを保存するように DHCP
サーバを設定します。

• noipdhcpconflictlogging

または

IP アドレッシング：DHCP 構成ガイド
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IP アドレスの除外

コマンドまたはアクション

目的

例：

DHCP アドレス競合ロギングをディセーブルにしま
す。

Device(config)# ip dhcp database
ftp://user:password@172.16.1.1/router-dhcp
timeout 80

例：
Device(config)# no ip dhcp conflict logging

ステップ 4

end

グローバルコンフィギュレーションモードを終了し、
特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

IP アドレスの除外
デバイスのインターフェイスに設定されている IP アドレスは自動的に DHCP アドレス プールか
ら除外されます。DHCP サーバは、DHCP アドレス プール サブネットにある他のすべての IP ア
ドレスは DHCP クライアントへの割り当てが可能と見なします。
こうした IP アドレスを DHCP サーバが DHCP クライアントに割り当てないようにするには、ア
ドレスをプールから除外する必要があります。たとえば、冗長性を提供するために、2 つの DHCP
サーバが同じネットワーク セグメント（サブネット）にセットアップされているとします。これ
らの DHCP サーバが DHCP フェールオーバーなどのプロトコルを使用したサービス調整を相互に
行わない場合、共有するサブネットからアドレス セットが重複しないようにアドレスを割り当て
るための設定をそれぞれの DHCP サーバで行う必要があります。設定例については、「手動バイ
ンディングの設定」の項を参照してください。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. ipdhcpexcluded-addresslow-address [high-address]
4. end

IP アドレッシング：DHCP 構成ガイド
12

Cisco IOS XE DHCP サーバの設定
DHCP アドレス プールの設定

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ipdhcpexcluded-addresslow-address
[high-address]

DHCP サーバが DHCP クライアントに割り当ててはい
けない IP アドレスを指定します。

例：
Device(config)# ip dhcp excluded-address
172.16.1.100 172.16.1.103

ステップ 4

end

グローバル コンフィギュレーション モードを終了し、
特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

DHCP アドレス プールの設定
DHCP アドレス プールの設定
必要に応じて、アドレス プール単位でクライアントの DHCP オプションを指定します。
DHCP アドレス プールには、文字列（「engineering」など）や整数（0 など）の名前を設定できま
す。また、DHCP アドレス プールを設定すると、デバイスが DHCP プール コンフィギュレーショ
ン モードになります。(dhcp-config)# プロンプトで識別されるこのコンフィギュレーション モー
ドのプロンプトから、プールのパラメータ（IP サブネット番号やデフォルト デバイスのリストな
ど）を設定できます。
DHCP は 1 つのプロセスを定義します。このプロセスにより、DHCP サーバは DHCP クライアン
トが存在する IP サブネットを認識し、サブネット内の有効な IP アドレスのプールから IP アドレ
スを割り当てることができます。DHCP サーバがクライアント要求に使用する DHCP アドレス
プールを特定するプロセスについては、「手動バインディングの設定」の項で説明します。
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DHCP サーバは、次の方法でクライアント要求用の DHCP アドレス プールを特定して使用しま
す。
• クライアントが DHCP サーバに直接接続していない場合（DHCPDISCOVER ブロードキャス
ト メッセージの giaddr フィールドがゼロ以外の場合）、サーバは giaddr フィールド内の IP
アドレスが含まれているサブネットを持つ DHCP プールと DHCPDISCOVER を照合します。
• クライアントが DHCP サーバに直接接続している場合（giaddr フィールドがゼロの場合）、
DHCP サーバは受信側インターフェイスに設定されているサブネットが含まれる DHCP プー
ルと DHCPDISCOVER を照合します。インターフェイスにセカンダリ IP アドレスがある場
合は、そのセカンダリ IP アドレスが関連付けられているサブネットに、可能な割り当てがあ
るかどうかが検証されます。ただし、これはサブネットに関連付けられているプライマリIP
アドレス（インターフェイス上）の空きがなくなった場合に限り行われます。
Cisco DHCP サーバ ソフトウェアは、IP アドレスの割り当てを行う高度な機能をサポートします。
詳細については、「Option 82 を使用した DHCP アドレス割り当ての設定」の項を参照してくださ
い。

はじめる前に
DHCP アドレス プールを設定する前には、次の作業が必要になります。
• 必要に応じて、デバイスについて次のような DHCP オプションを特定します。
• デフォルトのブート イメージ名
• デフォルト デバイス
• ドメイン ネーム システム（DNS）サーバ
• Network Basic Input/Output System（NetBIOS）ネーム サーバ
• プライマリ サブネット
• セカンダリ サブネットおよびサブネット固有のデフォルト デバイスのリスト（セカン
ダリ サブネットの詳細については、「セカンダリ サブネットを使用した DHCP アドレ
ス プールの設定」の項を参照してください）。
• NetBIOS ノード タイプ（b、p、m、h）を決定します。
• DNS ドメイン名を決定します。

（注）

DHCP プール コンフィギュレーション コマンド network を使用して設定したプールと同一プー
ル内に手動バインディングは設定できません。手動バインディングを設定するには、「手動バ
インディングの設定」の項を参照してください。
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手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. ipdhcppool name
4. utilizationmarkhighpercentage-number[log]
5. utilizationmarklowpercentage-number[log]
6. networknetwork-number [mask | /prefix-length] [secondary]
7. domain-namedomain
8. dns-serveraddress [address2...address8]
9. bootfilefilename
10. next-serveraddress [address2...address8]
11. netbios-name-serveraddress [address2...address8]
12. netbios-node-typetype
13. default-routeraddress [address2...address8]
14. optioncode [instancenumber] {asciistring | hexstring | ip-address}
15. lease {days [hours [minutes]] | infinite}
16. end

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ipdhcppool name

DHCP サーバ アドレス プールの名前を作成し、DHCP プール
コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Device(config)# ip dhcp pool 1

ステップ 4

utilizationmarkhighpercentage-number[log] （任意）現在のアドレス プール サイズの高利用マークを設定
します。
例：
Device(dhcp-config)# utilization mark
high 80 log

• キーワード log を使用すると、システム メッセージのロ
ギングが有効になります。DHCP プールの利用率が、設

IP アドレッシング：DHCP 構成ガイド
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DHCP アドレス プールの設定

コマンドまたはアクション

目的
定された上限の利用率のしきい値を超過すると、この
プールに関するシステム メッセージが生成されます。

ステップ 5

utilizationmarklowpercentage-number[log] （任意）現在のアドレス プール サイズの低利用マークを設定
します。
例：
Device(dhcp-config)# utilization mark
low 70 log

ステップ 6

networknetwork-number [mask |
/prefix-length] [secondary]

• キーワード log を使用すると、システム メッセージのロ
ギングが有効になります。DHCP プールの利用率が、設
定された下限の利用率のしきい値未満になると、この
プールに関するシステム メッセージが生成されます。
DHCP アドレス プールのサブネット ネットワーク番号および
マスクを指定します。

例：
Device(dhcp-config)# network 172.16.0.0
/16

ステップ 7

domain-namedomain

クライアントのドメイン名を指定します。

例：
Device(dhcp-config)# domain-name
cisco.com

ステップ 8

dns-serveraddress [address2...address8]
例：
Device(dhcp-config)# dns server
172.16.1.103 172.16.2.103

DHCP クライアントが利用可能な DNS サーバの IP アドレス
を指定します。
• 少なくとも 1 つの IP アドレスを指定する必要があります
が、1 つのコマンドで指定できる IP アドレスは最大 8 つ
までです。
• サーバは優先順位の高い順に一覧表示されます。

ステップ 9

bootfilefilename
例：
Device(dhcp-config)# bootfile xllboot

IP アドレッシング：DHCP 構成ガイド
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（任意）DHCP クライアントのデフォルトのブート イメージ
の名前を指定します。
• ブート ファイルはクライアントのブート イメージを保
存するために使用します。ブート イメージは、通常、ク
ライアントがロードに使用するオペレーティング システ
ムです。
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DHCP アドレス プールの設定

ステップ 10

コマンドまたはアクション

目的

next-serveraddress [address2...address8]

（任意）DHCP クライアントのブート プロセスの次のサーバ
を設定します。

例：
Device(dhcp-config)# next-server
172.17.1.103 172.17.2.103

• 少なくとも 1 つのアドレスを指定する必要があります
が、1 行のコマンド ラインに最大 8 つのアドレスを指定
できます。
• 複数のサーバが指定されている場合、DHCP は、サーバ
をラウンドロビン方式でクライアントに割り当てます。
最初のクライアントが address 1 のアドレスを取得した場
合は、次のクライアントが address 2 のアドレスを取得す
るという順序で割り当てられます。
• このコマンドが設定されていない場合、DHCP は
iphelperaddress コマンドで指定されたサーバをブート
サーバとして使用します。

ステップ 11

netbios-name-serveraddress
[address2...address8]
例：
Device(dhcp-config)#
netbios-name-server 172.16.1.103
172.16.2.103

ステップ 12

netbios-node-typetype

（任意）Microsoft DHCP クライアントが利用可能な NetBIOS
WINS サーバを指定します。
• 少なくとも 1 つのアドレスを指定する必要があります
が、1 行のコマンド ラインに最大 8 つのアドレスを指定
できます。
• サーバは優先順位の高い順に一覧表示されます。
（任意）Microsoft DHCP クライアント用の NetBIOS ノード タ
イプを指定します。

例：
Device(dhcp-config)# netbios-node-type
h-node

ステップ 13

default-routeraddress [address2...address8] （任意）DHCP クライアントのデフォルト デバイスの IP アド
レスを指定します。
例：
Device(dhcp-config)# default-router
172.16.1.100 172.16.1.101

• IP アドレスは、クライアントと同一のサブネット上に存
在する必要があります。
• 少なくとも 1 つの IP アドレスを指定する必要があります
が、1 行のコマンド ラインに最大 8 つの IP アドレスを指
定できます。このデフォルト デバイスは、優先順位の高
い順に一覧表示されます。つまり、address が最も優先さ
れるデバイスで、address2 が次に優先されるデバイスに
なります。

IP アドレッシング：DHCP 構成ガイド
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コマンドまたはアクション

目的
• DHCP クライアントが IP アドレスを要求すると、DHCP
サーバとして動作するデバイスはデフォルト デバイスの
リストにアクセスして、DHCP クライアントがメッセー
ジを転送するためにファースト ホップとして使用するこ
とになる別のデバイスを選択します。DHCP クライアン
トはブート後に自身のデフォルト デバイスへのパケット
送信を開始します。

ステップ 14

optioncode [instancenumber] {asciistring | （任意）DHCP サーバのオプションを設定します。
hexstring | ip-address}
例：
Device(dhcp-config)# option 19 hex 01

ステップ 15

lease {days [hours [minutes]] | infinite}

（任意）リースの期間を指定します。
• デフォルトは 1 日です。

例：
Device(dhcp-config)# lease 30

• キーワード infinite を指定すると、リースの期間が無期
限に設定されます。

ステップ 16

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Device(dhcp-config)# end

セカンダリ サブネットを使用した DHCP アドレス プールの設定
あらゆる DHCP プールに、1 つのプライマリ サブネットと任意の数のセカンダリ サブネットを設
定できます。それぞれのサブネットは、DHCP クライアントに IP アドレスを割り当てるためにデ
バイスが使用する IP アドレスの範囲です。DHCP サーバが持つ複数のサブネット機能により、
Cisco DHCP サーバのアドレス プールで追加の IP アドレスを管理できます。この場合、個々のア
ドレス プールを使用する代わりに、既存の DHCP アドレス プールのセカンダリ サブネットにア
ドレスを追加します。
セカンダリ DHCP サブネットワークを設定すると、デバイスは DHCP プールのセカンダリ サブ
ネット コンフィギュレーション モードになります。(config-dhcp-subnet-secondary)# プロンプトで
識別されるこのモードから、セカンダリサブネット固有のデフォルトのアドレスリストを設定で
きます。セカンダリ サブネットの利用率も指定できます。これを指定すると、アドレスの利用水
準に応じて、IP アドレスのプール サイズをダイナミックに拡大または縮小できます。この設定は
グローバルな利用率をオーバーライドします。
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DHCP サーバが複数のサブネットを含むアドレス プールを選択した場合、DHCP サーバは次のよ
うにサブネットから IP アドレスを割り当てます。
• DHCP サーバがアドレス割り当て要求を受け取ると、そのサーバはプライマリ サブネット内
で利用可能なアドレスを探します。
• プライマリ サブネットに空きがない場合、DHCP サーバはその DHCP サーバが管理する任意
のセカンダリ サブネットで利用可能な IP アドレスを自動的に探します（これは、giaddr がセ
カンダリ サブネットと必ずしも一致しない場合でも行われます）。サーバは、サブネットが
プールに追加された順序で、アドレスの利用可能性についてサブネットを調べます。
• giaddr がプール内のセカンダリ サブネットと一致する場合、DHCP サーバは、そのセカンダ
リ サブネットから IP アドレスを割り当てます（これはプライマリ サブネット内に利用可能
な IP アドレスがある場合でも、セカンダリ サブネットが追加された順序にかかわりなく行
われます）。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. ipdhcppoolname
4. utilizationmarkhighpercentage-number [log]
5. utilizationmarklowpercentage-number[log]
6. networknetwork-number [mask | /prefix-length]
7. domain-namedomain
8. dns-serveraddress[address2...address8]
9. bootfilefilename
10. next-serveraddress [address2...address8]
11. netbios-name-serveraddress [address2...address8]
12. netbios-node-typetype
13. default-routeraddress [address2...address8]
14. optioncode [instancenumber] {asciistring | hexstring | ip-address}
15. lease {days [hours] [minutes] | infinite}
16. networknetwork-number [mask | /prefix-length] [secondary]
17. overridedefault-routeraddress [address2 ...address8]
18. overrideutilizationhighpercentage-number
19. overrideutilizationlowpercentage-number
20. end

IP アドレッシング：DHCP 構成ガイド
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ipdhcppoolname

DHCP サーバ アドレス プールの名前を作成し、DHCP プール
コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Device(config)# ip dhcp pool 1

ステップ 4

utilizationmarkhighpercentage-number
[log]
例：
Device(dhcp-config)# utilization mark
high 80 log

ステップ 5

Device(dhcp-config)# utilization mark
low 70 log

networknetwork-number [mask |
/prefix-length]
例：
Device(dhcp-config)# network
172.16.0.0 /16
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• キーワード log を使用すると、システム メッセージのロギ
ングが有効になります。DHCP プールについてのシステム
メッセージは、プールの利用率が設定された上限利用率の
しきい値を超過したときに生成されます。

utilizationmarklowpercentage-number[log] （任意）現在のアドレス プール サイズの低利用マークを設定
します。
例：

ステップ 6

（任意）現在のアドレス プール サイズの高利用マークを設定
します。

• キーワード log を使用すると、システム メッセージのロギ
ングが有効になります。DHCP プールについてのシステム
メッセージは、プールの利用率が設定された下限利用率の
しきい値未満になったときに生成されます。
プライマリ DHCP アドレス プールのサブネット ネットワーク
番号およびマスクを指定します。

Cisco IOS XE DHCP サーバの設定
DHCP アドレス プールの設定

ステップ 7

コマンドまたはアクション

目的

domain-namedomain

クライアントのドメイン名を指定します。

例：
Device(dhcp-config)# domain-name
cisco.com

ステップ 8

dns-serveraddress[address2...address8]
例：
Device(dhcp-config)# dns server
172.16.1.103 172.16.2.103

DHCP クライアントが利用可能な DNS サーバの IP アドレスを
指定します。
• 少なくとも 1 つの IP アドレスを指定する必要があります
が、1 つのコマンドで指定できる IP アドレスは最大 8 つま
でです。
• サーバは優先順位の高い順に一覧表示されます。

ステップ 9

bootfilefilename
例：
Device(dhcp-config)# bootfile xllboot

ステップ 10

next-serveraddress [address2...address8]
例：
Device(dhcp-config)# next-server
172.17.1.103 172.17.2.103

（任意）DHCP クライアントのデフォルトのブート イメージの
名前を指定します。
• ブート ファイルはクライアントのブート イメージを保存
するために使用します。通常、ブート イメージはクライア
ントがロードするオペレーティング システムです。
（任意）DHCP クライアントのブート プロセスの次のサーバを
設定します。
• 少なくとも 1 つの IP アドレスを指定する必要があります
が、1 行のコマンド ラインに最大 8 つの IP アドレスを指
定できます。
• 複数のサーバが指定されている場合、DHCP は、ラウンド
ロビン方式でクライアントにサーバを割り当てます。最初
のクライアントが address 1 のアドレスを取得した場合は、
次のクライアントが address 2 のアドレスを取得するという
順序で割り当てられます。
• このコマンドが設定されていない場合、DHCP は
iphelperaddress コマンドで指定されたサーバをブート サー
バとして使用します。

ステップ 11

netbios-name-serveraddress
[address2...address8]
例：
Device(dhcp-config)#
netbios-name-server 172.16.1.103
172.16.2.103

（任意）Microsoft DHCP クライアントが利用可能な NetBIOS
Windows Internet Naming Service（WINS）サーバを指定します。
• 少なくとも 1 つのアドレスを指定する必要がありますが、
1 行のコマンド ラインに最大 8 つのアドレスを指定できま
す。
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コマンドまたはアクション

目的
• サーバは優先順位の高い順に一覧表示されます。

ステップ 12

netbios-node-typetype

（任意）Microsoft DHCP クライアント用の NetBIOS ノード タ
イプを指定します。

例：
Device(dhcp-config)# netbios-node-type
h-node

ステップ 13

default-routeraddress [address2...address8] （任意）DHCP クライアントのデフォルト デバイスの IP アド
レスを指定します。
例：
Device(dhcp-config)# default-router
172.16.1.100 172.16.1.101

• IP アドレスは、クライアントと同一のサブネット上に存在
する必要があります。
• 少なくとも 1 つの IP アドレスを指定する必要があります
が、1 行のコマンド ラインに最大 8 つの IP アドレスを指
定できます。このデフォルト デバイスは、優先順位の高い
順に一覧表示されます。つまり、address が最も優先され
るデバイスで、address2 が次に優先されるデバイスになり
ます。
• DHCP クライアントが IP アドレスを要求すると、DHCP
サーバとして動作するデバイスはデフォルト デバイスのリ
ストにアクセスして、DHCP クライアントがメッセージを
転送するためにファースト ホップとして使用する別のデバ
イスを選択します。DHCP クライアントはブート後に自身
のデフォルト デバイスへのパケット送信を開始します。

ステップ 14

optioncode [instancenumber] {asciistring | （任意）DHCP サーバのオプションを設定します。
hexstring | ip-address}
例：
Device(dhcp-config)# option 19 hex 01

ステップ 15

lease {days [hours] [minutes] | infinite}
例：
Device(dhcp-config)# lease 30

（任意）リースの期間を指定します。
• デフォルトは 1 日です。
• キーワード infinite を指定すると、リースの期間が無期限
に設定されます。
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ステップ 16

コマンドまたはアクション

目的

networknetwork-number [mask |
/prefix-length] [secondary]

（任意）セカンダリ DHCP サーバ アドレス プールのネットワー
ク番号およびマスクを指定します。

例：

• DHCP サーバ アドレス プールには、任意の数のセカンダ

Device(dhcp-config)# network 10.10.0.0
255.255.0.0 secondary

• このコマンドの実行中、コンフィギュレーション モードが

リ サブネットを追加できます。
DHCP プールのセカンダリ サブネットのコンフィギュレー
ション モードに変化します。これは
(config-dhcp-subnet-secondary)# プロンプトで識別されます。
このモードで、管理者はサブネット固有のデフォルト デバ
イスのリストを設定できます。
• DHCP セカンダリ サブネットを持つループバック インター
フェイスでセカンダリ IP アドレスを使用している場合は、
「トラブルシューティングのヒント」の項を参照してくだ
さい。

ステップ 17

overridedefault-routeraddress [address2
...address8]
例：
Device(config-dhcp-subnet-secondary)#
override default-router 10.10.0.100
10.10.0.101

（任意）そのセカンダリ サブネットから DHCP クライアントに
IP アドレスを割り当てるときに使用するデフォルト デバイスの
リストを指定します。
• サブネット固有のオーバーライド値が設定されている場
合、サブネットから IP アドレスを割り当てるときに、こ
のオーバライド値が使用されます。ネットワーク全体のデ
フォルト デバイスのリストは、プライマリ サブネットに
ゲートウェイ デバイスを設定するためにだけ使用されま
す。
• このサブネット固有のオーバーライド値が指定されていな
い場合は、サブネットから IP アドレスを割り当てるとき
にネットワーク全体のデフォルト デバイスのリストが使用
されます。
• 設定例については、「例：連続していない複数のサブネッ
トを使用した DHCP アドレス プールの設定」の項を参照
してください。

ステップ 18

overrideutilizationhighpercentage-number （任意）サブネット サイズの高利用マークを設定します。
例：
Device(config-dhcp-subnet-secondary)#
override utilization high 60

• このコマンドは、utilizationmarkhigh コマンドで指定され
ているグローバル デフォルト設定をオーバーライドしま
す。
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コマンドまたはアクション
ステップ 19

目的

overrideutilizationlowpercentage-number （任意）サブネット サイズの低利用マークを設定します。
• このコマンドは、utilizationmarklow コマンドで指定され

例：

ているグローバル デフォルト設定をオーバーライドしま
す。

Device(config-dhcp-subnet-secondary)#
override utilization low 40

ステップ 20

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Device(config-dhcp-subnet-secondary)#
end

トラブルシューティングのヒント
単一ループバック インターフェイスでセカンダリ IP アドレスを使用し、DHCP プールでセカンダ
リ サブネットを使用している場合、セカンダリ サブネットごとに 1 つのプールを使用するのでは
なく、1 つの DHCP プールを使用してすべてのセカンダリ サブネットのネットワークを設定しま
す。networknetwork-number [mask | /prefix-length] [secondary] コマンドは、複数の DHCP アドレス
プールでなく、単一の DHCP アドレス プールで設定する必要があります。
次に、正しい設定例を示します。
!
ip dhcp pool dhcp_1
network 172.16.1.0 255.255.255.0
network 172.16.2.0 255.255.255.0 secondary
network 172.16.3.0 255.255.255.0 secondary
network 172.16.4.0 255.255.255.0 secondary
!
interface Loopback111
ip address 172.16.1.1 255.255.255.255 secondary
ip address 172.16.2.1 255.255.255.255 secondary
ip address 172.16.3.1 255.255.255.255 secondary
ip address 172.16.4.1 255.255.255.255 secondary

次に、正しくない設定例を示します。
!
ip dhcp pool dhcp_1
network 172.16.1.0 255.255.255.0
lease 1 20 30
accounting default
!
ip dhcp pool dhcp_2
network 172.16.2.0 255.255.255.0
lease 1 20 30
accounting default
!
ip dhcp pool dhcp_3
network 172.16.3.0 255.255.255.0
lease 1 20 30
accounting default
!
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ip dhcp pool dhcp_4
network 172.16.4.0 255.255.255.0
lease 1 20 30
accounting default
!
interface Loopback111
ip address 172.16.1.1 255.255.255.255
ip address 172.16.2.1 255.255.255.255
ip address 172.16.3.1 255.255.255.255
ip address 172.16.4.1 255.255.255.255

secondary
secondary
secondary
secondary

DHCP アドレス プール設定の検証
次のコンフィギュレーション コマンドは、省略可能です。show コマンドは任意の順序で入力でき
ます。

手順の概要
1. enable
2. showipdhcppool[name]
3. showipdhcpbinding[address]
4. showipdhcpconflict[address]
5. showipdhcpdatabase[url]
6. showipdhcpserverstatistics[type-number]

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

showipdhcppool[name]

（任意）DHCP アドレス プールに関する情報を表示します。

例：
Device# show ip dhcp pool

ステップ 3

showipdhcpbinding[address]
例：
Device# show ip dhcp binding

（任意）特定の DHCP サーバに作成されているすべてのバイ
ンディングのリストを表示します。
• showipdhcpbinding コマンドを使用すると、すでに割り
当てられている IP アドレスが表示されます。アドレス
プールに空きがあることを確認します。必要に応じて、
プールを再作成してより大きいアドレス プールを作成
します。
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コマンドまたはアクション

目的
• showipdhcpbinding コマンドを使用して、ホストの IP ア
ドレスのリース有効期限の日時を表示します。

ステップ 4

showipdhcpconflict[address]

（任意）IP アドレス競合のリストをすべて表示します。

例：
Device# show ip dhcp conflict

ステップ 5

showipdhcpdatabase[url]

（任意）DHCP データベース上の最近のアクティビティを表
示します。

例：
Device# show ip dhcp database

ステップ 6

showipdhcpserverstatistics[type-number] （任意）サーバの統計情報に関するカウント情報および送受
信したメッセージを表示します。
例：
Device# show ip dhcp server
statistics

手動バインディングの設定
アドレス バインディングとは、クライアントの IP アドレスおよび MAC アドレス間のマッピング
です。クライアントの IP アドレスは、管理者が手動で割り当てることも、DHCP サーバによって
プールから自動的に割り当てることもできます。
手動バインディングとは、DHCP データベースで検出されたホストの MAC アドレスに手動でマッ
ピングされている IP アドレスです。手動バインディングは、DHCP サーバの NVRAM に保存され
ます。手動バインディングは単なる特殊なアドレス プールです。手動バインディングの数に制限
はありませんが、1 つのホスト プールに設定できる手動バインディングは 1 つだけです。
自動バインディングとは、DHCP データベースで検出されたホストの MAC アドレスに自動的に
マッピングされた IP アドレスです。バインディングは DHCP サーバの揮発性メモリに保存される
ため、バインディング情報は電源障害の発生時やデバイスのリロード時に失われます。自動バイ
ンディング情報が失われないようにするために、DHCP データベース エージェントと呼ばれるリ
モート ホストに自動バインディング情報のコピーを保存できます。バインディングは定期的に
データベース エージェントに書き込まれます。デバイスのリロード時には、バインディングが
データベース エージェントから DHCP サーバの DHCP データベースに読み込まれます。
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データベース エージェントを使用することを強く推奨します。ただし、Cisco DHCP サーバは
データベース エージェントなしでも動作します。

（注）

一部の DHCP クライアントは DHCP パケットでクライアント ID（DHCP Option 61）を送信しま
す。このようなクライアントに手動バインディングを設定するには、その DHCP クライアントを
識別する 16 進値とともに client-identifier コマンドを入力する必要があります。クライアント ID
オプションを送信しないクライアントに手動バインディングを設定するには、そのクライアント
の 16 進ハードウェア アドレスとともに hardware-address DHCP プール コンフィギュレーション
コマンドを入力する必要があります。
一部のリリースでは、DHCP サーバは手動バインディングが設定されているクライアントに、無
期限のリース時間を送信します。
一部のリリースでは、DHCP サーバは手動バインディングが設定されているクライアントに、lease
コマンドを使用して設定したリース時間を送信します。

DHCP プール コンフィギュレーション モードで network コマンドを使用して設定したプール
と同一プール内に手動バインディングは設定できません。DHCP アドレス プールと network
コマンドの詳細については、「DHCP アドレス プールの設定」の項を参照してください。

（注）

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. ipdhcppoolpool-name
4. hostaddress [mask | /prefix-length]
5. client-identifierunique-identifier
6. hardware-addresshardware-address[protocol-type | hardware-number]
7. client-namename
8. end

手順の詳細
コマンドまたはアクション
enable
ス
テッ
プ 1 例：

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

Device> enable
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コマンドまたはアクション
configureterminal
ス
テッ
プ 2 例：

目的
グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

Device# configure terminal

ipdhcppoolpool-name
ス
テッ
プ 3 例：

DHCP サーバ アドレス プールの名前を作成し、DHCP プール コン
フィギュレーション モードを開始します。

Device(config)# ip dhcp pool pool1

hostaddress [mask | /prefix-length]
ス
テッ
プ 4 例：
Device(dhcp-config)# host 172.16.0.1

client-identifierunique-identifier
ス
テッ
プ 5 例：
Device(dhcp-config)# client-identifier
01b7.0813.8811.66

クライアントの IP アドレスおよびサブネット マスクを指定します。
• 設定できる手動バインディングの数に制限はありません。ただ
し、ホスト・プールごとに設定できる手動バインディングは 1
つだけです。
DHCP クライアントに一意の ID を指定します。
• このコマンドは DHCP 要求で使用されます。
• DHCP クライアントにはクライアント ID が必要です。クライア
ントの固有識別子は、次のどちらかの方法で指定できます。
• 7 バイトのドット付き 16 進表記。たとえば、
01b7.0813.8811.66。ここで 01 はイーサネット メディア タ
イプを表し、残りのバイトは DHCP クライアントの MAC
アドレスを表します。
• 27 バイトのドット付き 16 進表記。たとえば、
7665.6e64.6f72.2d30.3032.342e.3937.6230.2e33.3734.312d.4661.302f.31。
この 16 進数値と同等の ASCII 文字列は、
vendor-0024.97b0.3741-fa0/1 になります。ここで vendor はベ
ンダーを表します。0024.97b0.3741 は送信元インターフェ
イスの MAC アドレスを表します。また、fa0/1 は DHCP ク
ライアントの送信元インターフェイスを表します。
• DHCP クライアントのクライアント ID を判別する方法の詳細に
ついては、トラブルシューティングの項を参照してください。
（注）

ここで指定した ID は、パケットでクライアント ID を送信
する DHCP クライアントの場合を想定しています。

hardware-addresshardware-address[protocol-type クライアントのハードウェア アドレスを指定します。
ス
テッ | hardware-number]
• このコマンドは BOOTP 要求で使用されます。
プ6
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コマンドまたはアクション

目的
（注）

例：

ここで指定したハードウェアアドレスは、パケットでクラ
イアント ID を送信しない DHCP クライアントの場合を想
定しています。

Device(dhcp-config)# hardware-address
b708.1388.f166 ethernet

client-namename
ス
テッ
プ 7 例：

（任意）クライアントの名前を、任意の標準 ASCII 文字で指定しま
す。
• クライアント名にドメイン名を含めることはできません。たと

Device(dhcp-config)# client-name client1

end
ス
テッ
プ 8 例：

えば、client1 という名前を、client1.cisco.com と指定することは
できません。
特権 EXEC モードに戻ります。

Device(dhcp-config)# end

トラブルシューティングのヒント
一意の ID を自動生成するように DHCP を設定したときに発生する可能性のあるエラーのデバッ
グには、次のコマンドを使用します。
• debugipdhcpserverpackets

DHCP スタティック マッピングの設定
DHCP スタティック マッピング機能を使用すると、DHCP サーバが読み取る顧客作成のテキスト
ファイルを使用して（手動バインディングで多数のホスト プールを作成することなく）、スタ
ティック IP アドレスを割り当てることができます。この機能の利点は、長いコンフィギュレー
ション ファイルが不要になることで、NVRAM がアドレス プールを維持するために必要な領域を
減らすことができる点です。
DHCP データベースには、クライアントの IP アドレスとハードウェア アドレスの間のマッピング
が含まれています。このマッピングをバインディングと呼びます。バインディングには、単一の
ハードウェア アドレスを単一の IP アドレスにマッピングする手動バインディングと、ハードウェ
ア アドレスを IP アドレスのプールから IP アドレスにダイナミックにマッピングする自動バイン
ディングの 2 種類があります。手動バインディング（スタティック バインディング）は、個々の
デバイスに直接設定することも、DHCP スタティック マッピング機能を使用して設定することも
できます。こうしたスタティック バインディングは、個別のスタティック マッピング テキスト
ファイルから読み取ることができます。スタティック マッピング テキスト ファイルは、デバイ
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スのリロード時または DHCP サービスの再起動時に読み取られます。このファイルは読み取り専
用です。
スタティック バインディングの読み取りは、次の点において手動バインディングと同じように扱
われます。
• クライアントからの DHCPRELEASE を通じて維持される。
• タイムアウトしない。
• プールが削除された場合に限り削除される。
• プールに含まれているアドレスが適切に除外される。除外するアドレスは読み取りの時点で
作成されます。
自動バインディングと同様に、スタティック マッピング テキスト ファイルからの手動（スタ
ティック）バインディングも、showipdhcpbinding コマンドを使用して表示されます。
スタティック マッピング テキスト ファイルを作成するには、次の作業を行います。テキスト ファ
イルにアドレスを入力すると、アドレスは DHCP サーバが読み取るために DHCP データベースに
保存されます。ファイルに保存できるアドレスの数に制限はありません。このファイルのファイ
ル形式には次の要素があります。
• データベースのバージョン番号
• ファイル終了の指定子
• ハードウェア タイプ
• Hardware address
• IP アドレス
• Lease expiration
• ファイルが作成された時刻
テキスト ファイル形式の詳細については、次のテーブルを参照してください。
次に、スタティック マッピング テキスト ファイルの例を示します。
*time* Jan 21 2005 03:52 PM
*version* 2
!IP address
Type
Hardware address
10.0.0.4 /24
1
0090.bff6.081e
10.0.0.5 /28
id
00b7.0813.88f1.66
10.0.0.2 /21
1
0090.bff6.081d
*end*
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表 1：スタティック マッピング テキスト ファイルのフィールドの説明

フィールド

説明

*time*

ファイルが作成された時刻を指定します。このフィールドを使用すると、
複数のエージェントが設定されている場合に、DHCP が新旧のデータベー
スのバージョンを区別できます。時刻の有効な形式は、mm dd yyyy hh:mm
AM/PM です。

*version* 2

データベースのバージョン番号を指定します。

IP address

スタティック IP アドレスを指定します。サブネット マスクが指定されて
いない場合は、IP アドレスに応じて自動的にマスクが割り当てられます。
IP アドレスとマスクはスペースで区切られます。

Type

ハードウェア タイプを指定します。たとえば、タイプ「1」はイーサネッ
トを表します。タイプ「id」は、このフィールドが DHCP クライアントの
ID であることを表します。正規の値は、http://www.iana.org/assignments/
arp-parameters の「Number Hardware Type」のリストからオンラインで入手
できます。

Hardware address

ハードウェア アドレスを指定します。
タイプが数字のときは、ハードウェア メディアであることを表します。正
規の値は、http://www.iana.org/assignments/arp-parameters の「Number Hardware
Type」のリストからオンラインで入手できます。
タイプが「id」のときは、クライアント ID との一致を表します。
クライアント ID の詳細については、RFC 2132 の 9.14 項「DHCP Options
and BOOTP Vendor Extensions」（http://www.ietf.org/rfc/rfc2132.txt）、また
は client-identifier コマンドを参照してください。
ハードウェア タイプと一致するクライアント ID が不明な場合は、
debugdhcpdetail コマンドを使用して、クライアントから DHCP サーバに
送信されているクライアント ID を表示します。

Lease expiration

リースの有効期限を指定します。「Infinite」では、無期限のリース期間を
指定します。

*end*

ファイルの終端。DHCP は *end* 指定子を使用してファイルの切り捨てを
検出します。
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スタティック マッピング テキスト ファイルを読み取るための DHCP サーバの設定
はじめる前に
管理者は、この作業を実行する前に、正しい形式でスタティック マッピング テキスト ファイル
を作成し、アドレス プールを設定する必要があります。
ファイルを編集する前に、noservicedhcp コマンドを使用して DHCP サーバを無効化する必要があ
ります。

（注）

スタティック バインディングは DHCPRELEASE を受信しても削除されず、また、DHCP タイ
マーによってタイムアウトもされません。スタティック バインディングは、ipdhcppool コマ
ンドを使用して作成されている必要があります。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. ipdhcppool name
4. originfileurl
5. end
6. showipdhcpbinding[address]

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ipdhcppool name
例：
Device(config)# ip dhcp pool pool1
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コマンドまたはアクション

目的
（注）

ステップ 4

originfileurl

ipdhcppool コマンドを使用した IP DHCP プール名
の設定と、originfile コマンドを使用したスタティッ
ク ファイル URL の設定が済んでいる場合は、
noservicedhcp コマンドと servicedhcp コマンドを使
用して、新規読み取りを実行する必要があります。

DHCP サーバがテキスト ファイルを検索するためにアクセス
できる URL を指定します。

例：
Device(dhcp-config)# origin file
tftp://10.1.0.1/static-bindings

ステップ 5

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(dhcp-config)# end

ステップ 6

showipdhcpbinding[address]

（任意）特定の DHCP サーバに作成されているすべてのバイ
ンディングのリストを表示します。

例：
Device# show ip dhcp binding

例
次に、設定されたアドレス バインディングを表示する showipdhcpbinding コマンドの出力例を示
します。
Device# show ip dhcp binding
00:05:14:%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by
Bindings from all pools not associated with VRF:
IP address Client-ID/
Ls expir
Type
10.9.9.4/8 0063.7363.2d30.3036. Infinite
Static
10.9.9.1/24 0063.6973.636f.2d30. Infinite
Static

console
Hw address
User name
302e.3762.2e39.3634. 632d.4574.8892.
3036.302e.3437.3165. 2e64.6462.342d.

次に、スタティック マッピング テキスト ファイルの各エントリを表示する出力例を示します。
*time* Jan 21 2005 22:52 PM
!IP address
Type
Hardware address
Lease expiration
10.19.9.1 /24
id
0063.6973.636f.2d30.3036.302e.3437
10.9.9.4
id
0063.7363.2d30.3036.302e.3762.2e39.3634.632d Infinite
*end*

次に、TFTP サーバから読み取るスタティック マッピング テキスト ファイルを表示するデバッグ
出力の例を示します。
Device# debug ip dhcp server
Loading abc/static_pool from 10.19.192.33 (via Ethernet0):
[OK - 333 bytes]
*May 26 23:14:21.259: DHCPD: contacting agent tftp://10.19.192.33/abc/static_pool (attempt
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0)
*May 26 23:14:21.467: DHCPD: agent tftp://10.19.192.33/abc/static_pool is responding.
*May 26 23:14:21.467: DHCPD: IFS is ready.
*May 26 23:14:21.467: DHCPD: reading bindings from tftp://10.19.192.33/abc/static_pool.
*May 26 23:14:21.707: DHCPD: read 333 / 1024 bytes.
*May 26 23:14:21.707: DHCPD: parsing text line
*time* Apr 22 2002 11:31 AM
*May 26 23:14:21.707: DHCPD: parsing text line ““
*May 26 23:14:21.707: DHCPD: parsing text line
!IP address Type Hardware address Lease expiration
*May 26 23:14:21.707: DHCPD: parsing text line
“10.9.9.1 /24 id 0063.6973.636f.2d30.3036.302e.3437”
*May 26 23:14:21.707: DHCPD: creating binding for 10.9.9.1
*May 26 23:14:21.707: DHCPD: Adding binding to radix tree (10.9.9.1)
*May 26 23:14:21.707: DHCPD: Adding binding to hash tree
*May 26 23:14:21.707: DHCPD: parsing text line
“10.9.9.4 id 0063.7363.2d30.3036.302e.3762.2e39.3634.632d”
*May 26 23:14:21.711: DHCPD: creating binding for 10.9.9.4
*May 26 23:14:21.711: DHCPD: Adding binding to radix tree (10.9.9.4)
*May 26 23:14:21.711: DHCPD: Adding binding to hash tree
*May 26 23:14:21.711: DHCPD: parsing text line “Infinite”
*May 26 23:14:21.711: DHCPD: parsing text line “”
*May 26 23:14:21.711: DHCPD: parsing text line
!IP address Interface-index Lease expiration VRF
*May 26 23:14:21.711: DHCPD: parsing text line “*end*”
*May 26 23:14:21.711: DHCPD: read static bindings from tftp://10.19.192.33/abcemp/static_pool.

DHCP サーバの動作のカスタマイズ
DHCP サーバはデフォルトで、要求しているクライアントに特定のアドレスを割り当てる前に、1
つのプール アドレスに ping を 2 回送信します。ping の応答がない場合、DHCP サーバは、このア
ドレスが未使用である可能性が高いと見なして、要求しているクライアントにアドレスを割り当
てます。
デフォルトでは、DHCP サーバは ping パケットのタイムアウト前に 2 秒間待機します。
DHCP サーバが受信した BOOTP 要求を無視して応答しないようにサーバを設定できます。この機
能は、BOOTP クライアントと DHCP クライアントが 1 つのネットワーク セグメントに混在し、
そのネットワーク セグメントにサービスを提供する BOOTP サーバと Cisco DHCP サーバが存在
する場合に役立ちます。BOOTP サーバには BOOTP クライアントのスタティック バインディング
が設定され、BOOTP クライアントは自分のアドレスを BOOTP サーバから取得する必要がありま
す。ただし、DHCP サーバも BOOTP 要求に応答できるため、DHCP サーバからアドレスが提供さ
れる場合があります。この場合、BOOTP クライアントは BOOTP サーバからのアドレスではな
く、DHCP サーバからのアドレスで起動します。DHCP サーバに BOOTP 要求を無視するように設
定することで、BOOTP クライアントは BOOTP サーバからのアドレス情報を受け取るようにな
り、DHCP サーバからのアドレスを受け入れることがなくなります。
Cisco ソフトウェアでは、着信インターフェイスに iphelper-address コマンドが設定されていると
きに、無視された BOOTP 要求パケットを別の DHCP サーバに転送できます。
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手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. ipdhcppingpacketsnumber
4. ipdhcppingtimeoutmilliseconds
5. ipdhcpbootpignore
6. end

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ipdhcppingpacketsnumber
例：
Device(config)# ip dhcp ping
packets 5

ステップ 4

ipdhcppingtimeoutmilliseconds

（任意）要求しているクライアントに DHCP サーバがアドレ
スを割り当てる前に、サーバからアドレス プールに送信する
ping パケットの数を指定します。
• デフォルトは 2 パケットです。引数 number を値 0 に設定
すると、DHCP サーバの ping 動作は無効化されます。
（任意）アドレス プールからの ping 応答を DHCP サーバが待
機する時間を指定します。

例：
Device(config)# ip dhcp ping
timeout 850

ステップ 5

ipdhcpbootpignore
例：
Device(config)# ip dhcp bootp
ignore

（任意）受信した BOOTP 要求を DHCP サーバが選択的に無視
して応答しないようにできます。
• ipdhcpbootpignore コマンドは、デバイスに設定されたす
べての DHCP プールに適用されます。DHCP プール単位
で選択的に BOOTP 要求を無視することはできません。
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

DHCP サーバ オプションを集中管理 DHCP サーバからインポートする
ためのリモート デバイスの設定
Cisco DHCP サーバは、顧客宅内機器（CPE）の先にあるローカル クライアントからの DHCP 要求
に応答するためのドメイン ネーム システム（DNS）アドレスおよび Windows インターネット ネー
ム サービス（WINS）などのオプションをダイナミックに設定できます。以前は、ネットワーク
管理者がデバイスごとに Cisco DHCP サーバを手動で設定していました。現在は、Cisco DHCP サー
バが強化され、設定情報を自動的に更新できるようになりました。ネットワーク管理者は、1 つ
以上の集中管理 DHCP サーバに対し、DHCP プール内の特定の DHCP オプションを更新するよう
に設定できます。リモート サーバは、集中管理サーバにこれらのオプションのパラメータを要求
したり、集中管理サーバから「インポート」したりできます。
ここでは、次のタスクについて説明します。

DHCP オプションを更新するための集中管理 DHCP サーバの設定
DHCP オプションを更新するように集中管理 DHCP サーバを設定するには、次の作業を行います。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. ipdhcppoolname
4. networknetwork-number [mask | /prefix-length]
5. dns-serveraddress [address2...address8]
6. end
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ipdhcppoolname

DHCP サーバ アドレス プールの名前を作成し、DHCP プー
ル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Device(config)# ip dhcp pool 1

ステップ 4

networknetwork-number [mask |
/prefix-length]

DHCP アドレス プールのサブネット番号とマスクを指定
します。

例：
Device(dhcp-config)# network
172.16.0.0 /16

ステップ 5

dns-serveraddress [address2...address8]
例：
Device(dhcp-config)# dns server
172.16.1.103 172.16.2.103

（任意）DHCP クライアントが利用可能な DNS サーバの
IP アドレスを指定します。
• 少なくとも 1 つの IP アドレスを指定する必要があり
ますが、1 行のコマンド ラインに最大 8 つの IP アド
レスを指定できます。
• サーバは優先順位の高い順に一覧表示されます。

ステップ 6

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(dhcp-config)# end

DHCP オプションをインポートするためのリモート デバイスの設定
DHCP オプションをインポートするようにリモート デバイスを構成するには、次の作業を実行し
ます。
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（注）

2 つの異なるインターフェイスで ipaddressdhcp による設定を実行した単一のデバイスに 2 つ
のサーバが DHCP アドレスを提供すると、インポートした情報はマージされ、単一の値を受け
取るオプションの場合は最後に認識されたオプションが使用されます。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. ipdhcppoolpool-name
4. networknetwork-number [mask | /prefix-length]
5. importall
6. exit
7. interfacetypenumber
8. ipaddressdhcp
9. end
10. showipdhcpimport

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ipdhcppoolpool-name

DHCP サーバ アドレス プールの名前を作成し、DHCP
プール コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Device(config)# ip dhcp pool pool1

ステップ 4

networknetwork-number [mask |
/prefix-length]
例：
Device(dhcp-config)# network
172.30.0.0 /16
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DHCP アドレス プールのサブネット ネットワーク番号
およびマスクを指定します。
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

importall

DHCP オプション パラメータを DHCP サーバ データベー
スにインポートします。

例：
Device(dhcp-config)# import all

ステップ 6

exit
例：

DHCP プール コンフィギュレーション モードを終了し
ます。続いて、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。

Device(dhcp-config)# exit

ステップ 7

interfacetypenumber

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。

例：
Device(config)# interface FastEthernet
0/0

ステップ 8

ipaddressdhcp

インターフェイスが DHCP を通じて IP アドレスを取得
するように指定します。

例：
Device(config-if)# ip address dhcp

ステップ 9

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-if)# end

ステップ 10

showipdhcpimport

集中管理 DHCP サーバからインポートされたオプション
を表示します。

例：
Device# show ip dhcp import

Option 82 を使用した DHCP アドレス割り当ての設定
Option 82 を使用した DHCP アドレス割り当ての制限事項
リレー エージェントが DHCP パケットに Option 82 を挿入しても giaddr フィールドを設定しない
場合は、ip dhcp relay information trusted グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用し
て、DHCP サーバ インターフェイスを信頼されたインターフェイスとして設定する必要がありま
す。この設定を行うと、サーバで DHCP メッセージが削除されることがなくなります。
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DHCP アドレス割り当てにおける Option 82 の有効化
デフォルトでは、Cisco DHCP サーバは Option 82 で提供された情報を使用して IP アドレスを割り
当てます。DHCP アドレス割り当てが無効化されている場合は、この項で説明する作業を実行し
て、この機能を再度有効化します。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. ipdhcpuseclass
4. end

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ipdhcpuseclass
例：

アドレスの割り当てに使用される DHCP クラスを制御しま
す。
• この機能はデフォルトでイネーブルになっています。

Device(config)# ip dhcp use class

• このコマンドの no 形式を使用すると、DHCP クラスの
設定を削除することなく、この機能を無効化します。
ステップ 4

end
例：
Device(config)# end
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トラブルシューティングのヒント
DHCP クラスがプールに設定されているにもかかわらず、そのクラスを DHCP サーバが使用しな
い場合は、noipdhcpuseclass コマンドが設定されているかどうかを確認します。

DHCP クラスおよびリレー エージェント情報パターンの定義
はじめる前に
relay-informationhex コマンドを設定するには、Option 82 の各バイト位置を示す 16 進値を知って
いる必要があります。Option 82 の形式は製品によって異なる場合があります。この情報について
は、リレー エージェントのベンダーにお問い合わせください。
DHCP クラスおよびリレー エージェント情報のパターンを定義するには、次の作業を実行します。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. ipdhcpclassclass-name
4. relayagentinformation
5. relay-informationhexpattern [*] [bitmaskmask]
6. 設定が必要な DHCP クラスごとにステップ 3 ～ 5 を繰り返します。
7. end

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ipdhcpclassclass-name

DHCP クラスを定義し、DHCP クラス コンフィギュレーショ
ン モードを開始します。

例：
Device(config)# ip dhcp class CLASS1
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

relayagentinformation

リレー エージェント情報オプション コンフィギュレーショ
ン モードを開始します。

例：
Device(dhcp-class)# relay agent
information

ステップ 5

relay-informationhexpattern [*]
[bitmaskmask]
例：
Device(dhcp-class-relayinfo)#
relay-information hex
01030a0b0c02050000000123

• この手順を省略すると、リレー エージェント情報オプ
ションが利用可能かどうかにかかわらず、DHCP クラス
は、すべてのリレー エージェント情報オプションに一致
します。
（任意）フル リレー情報オプションの 16 進値を指定します。
• pattern 引数を指定すると、DHCP クラスの照合に使用す
るパターンが作成されます。
• この手順を省略すると、パターンは設定されず、すべて
のリレー エージェント情報オプション値に一致すると見
なされます。ただし、リレー情報オプションが DHCP パ
ケット内で利用可能になっている必要があります。
• DHCP クラスには複数の relay-informationhex コマンド
を設定できます。

ステップ 6

設定が必要な DHCP クラスごとにス
テップ 3 ～ 5 を繰り返します。

ステップ 7

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(dhcp-class-relayinfo)# end

トラブルシューティングのヒント
DHCP クラスがプールに設定されているにもかかわらず、そのクラスを DHCP サーバが使用しな
い場合は、noipdhcpuseclass コマンドが設定されているかどうかを確認します。

DHCP アドレス プールの定義
DHCP アドレス プールを定義するには、次の作業を実行します。
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手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. ipdhcppoolname
4. networknetwork-number [mask | /prefix-length]
5. classclass-name
6. addressrangestart-ipend-ip
7. DHCP プールに関連付ける必要がある DHCP クラスごとにステップ 5 と 6 を繰り返します。
8. end

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ipdhcppoolname
例：
Device# ip dhcp pool ABC

Cisco IOS DHCP サーバに DHCP アドレス プールを設定し、
DHCP プール コンフィギュレーション モードを開始しま
す。
• 複数のプールを同じクラスで設定できるため、複数の
プールに同じパターンを設定する必要はありません。

ステップ 4

networknetwork-number [mask |
/prefix-length]

Cisco IOS DHCP サーバの DHCP アドレス プールに、サブ
ネットとマスクを設定します。

例：
Device(dhcp-config)# network
10.0.20.0

ステップ 5

classclass-name
例：
Device(dhcp-config)# class CLASS1

クラスをプールに関連付け、DHCP プール クラス コンフィ
ギュレーション モードを開始します。
• DHCP クラスが定義されていない場合は、このコマン
ドで DHCP クラスも作成されます。
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

addressrangestart-ipend-ip

（任意）DHCP サーバ アドレス プールに DHCP クラスのア
ドレス範囲を設定します。

例：
Device(dhcp-pool-class)# address
range 10.0.20.1 10.0.20.100

ステップ 7

DHCP プールに関連付ける必要がある
DHCP クラスごとにステップ 5 と 6 を
繰り返します。

ステップ 8

end

• このコマンドがクラスに設定されていない場合、デ
フォルト値はプールのサブネット全体になります。
DHCP プールの各クラスの一致は、設定された順序で
検証されます。

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(dhcp-pool-class)# end

DHCP を通じてダイナミックに取得されるネクストホップを使用した
スタティック ルートの設定
DHCP のデフォルト ゲートウェイをネクスト ホップ ルータとして使用するためのスタティック
ルートを設定するには、次の作業を行います。
この作業により、DHCP のデフォルト ゲートウェイをネクスト ホップ ルータとして使用してスタ
ティック ルートを割り当てることができます。DHCP のアドレス割り当てが実行されるまでゲー
トウェイの IP アドレスはわからないため、今回この機能が導入されるまではこの作業を行うこと
はできませんでした。スタティック ルートは、DHCP から提供されるアドレスを使用したコマン
ドライン インターフェイス（CLI）では設定できませんでした。
デフォルト ゲートウェイが DHCP サーバで割り当てられると、スタティック ルートがルーティン
グ テーブルにインストールされます。このルートは DHCP のリースが期限切れになるまではルー
ティング テーブルにとどまり、リースが期限切れになると削除されます。
DHCP クライアントがアドレスをリリースすると、対応するスタティック ルート（ip route コマ
ンドで設定されたルート）はルーティング テーブルから自動的に削除されます。DHCP ルータの
オプション（DHCP パケットの Option 3）がクライアントの更新中に変更された場合、DHCP のデ
フォルト ゲートウェイは、この更新で提供される新しい IP アドレスに切り替わります。
この機能は、ダイナミック マルチポイント VPN（DMVPN）などの VPN を展開する場合に特に便
利です。この機能は、multipoint Generic Routing Encapsulation（mGRE）トンネルなどの非物理イ
ンターフェイスがルータに設定されている場合や、特定のトラフィックをトンネル インターフェ
イスを通過しないようにする必要がある場合にも有効です。
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はじめる前に
すべての DHCP クライアントとサーバの設定手順を確認します。DHCP クライアントとサーバが
DHCP ルータの Option 3 を提供するように適切に定義されていることを確認します。

• DHCP クライアントが IP アドレスまたはデフォルト ルータの IP アドレスを取得できない

（注）

場合、スタティック ルートはルーティング テーブルにインストールされません。
• リースが期限切れになり、DHCP クライアントがアドレスを更新できない場合は、このク
ライアントに割り当てられている DHCP IP アドレスはリリースされ、関連付けられてい
る任意のスタティック ルートがルーティング テーブルから削除されます。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. iprouteprefixmask {ip-address | interface-type interface-number [ip-address]} dhcp [distance]
4. end
5. showiproute

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

iprouteprefixmask {ip-address |
interface-type interface-number
[ip-address]} dhcp [distance]
例：
Device(config)# ip route
209.165.200.225 255.255.255.255
GigabitEthernet 0/0/0 dhcp

IP アドレスを取得するために DHCP サーバにアクセスすると、
デフォルトのネクストホップ ルータのスタティック ルートを割
り当てます。
• DHCP サーバから IP アドレスを取得するように、複数のイ
ンターフェイスがルータに設定されている場合は、インター
フェイスごとに、ip route prefix mask interface-type
interface-number dhcp コマンドを実行します。インターフェ
イスが指定されていない場合は、いずれかのインターフェ
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コマンドまたはアクション

目的
イスが IP アドレスとデフォルト ルータを取得するとすぐ
に、ルーティング テーブルにルートが追加されます。

例：
Device(config)# ip route
209.165.200.226 255.255.255.255
GigabitEthernet 0/0/1 dhcp 20

ステップ 4

グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

end
例：
Device(config)# end

ステップ 5

showiproute

（任意）ルーティング テーブルの現在の状態を表示します。
• DHCP クライアントが DHCP サーバからアドレスおよびデ

例：
Device# show ip route

フォルト ルータのアドレスを取得した後、割り当てられた
スタティック ルートを表示するには、このコマンドを使用
します。

DHCP サーバ変数のクリア
DHCP サーバ変数をクリアするには、次の作業を実行します。

手順の概要
1. enable
2. clearipdhcpbinding {address | *}
3. clearipdhcpconflict {address | *}
4. clearipdhcpserverstatistics

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：
Device> enable
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

clearipdhcpbinding {address | *}

DHCP データベースから自動アドレス バインディングを削除
します。

例：
Device# clear ip dhcp binding *

ステップ 3

clearipdhcpconflict {address | *}
例：
Device# clear ip dhcp conflict
172.16.1.103

ステップ 4

clearipdhcpserverstatistics

• address 引数を指定すると、特定の（クライアント）IP ア
ドレスの自動バインディングがクリアされます。アスタ
リスク（*）を指定するとすべての自動バインディングが
クリアされます。
DHCP データベースのアドレス競合をクリアします。
• address 引数を指定すると、特定の IP アドレスの競合がク
リアされ、アスタリスク（*）を指定するとすべてのアド
レスの競合がクリアされます。
すべての DHCP サーバのカウンタを 0 にリセットします。

例：
Device# clear ip dhcp server
statistics

Cisco IOS XE DHCP サーバの設定例
例：DHCP データベース エージェントの設定
次に、ホスト 172.16.4.253 へのバインディングの保存方法の例を示します。ファイル転送プロト
コルは FTP です。サーバは 2 分間（120 秒）待機してから、データベースの変更を実行します。
ip dhcp database ftp://user:password@172.16.4.253/router-dhcp write-delay 120

例：IP アドレスの除外
次に、サーバ A およびサーバ B がサブネット 10.0.20.0/24 にサービスを提供する例を示します。2
台のサーバ間でサブネットを均等に分割する場合は、サーバ A に 10.0.20.1 ～ 10.0.20.125 の IP ア
ドレスを割り当てるように設定し、サーバ B に 10.0.20.126 ～ 10.0.20.254 の IP アドレスを割り当
てるように設定します。
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サーバ A
ip dhcp excluded-address 10.0.20.126 10.0.20.255
!
ip dhcp pool A
network 10.0.20.0 255.255.255.0

サーバ B
ip dhcp excluded-address 10.0.20.0 10.0.20.125
!
ip dhcp pool B
network 10.0.20.0 255.255.255.0

例：DHCP アドレス プールの設定
次に、ネットワーク 172.16.0.0、サブネットワーク 172.16.1.0、およびサブネットワーク 172.16.2.0
にそれぞれ 1 つずつ計 3 つの DHCP アドレス プールを作成する例を示します。ネットワーク
172.16.0.0 の属性（ドメイン名、ドメイン ネーム システム（DNS）サーバ、（Network Basic
Input/Output System）NetBIOS ネーム サーバ、NetBIOS ノード タイプなど）は、サブネットワー
クの 172.16.1.0 および 172.16.2.0 に継承されます。各プールで、クライアントには 30 日間のリー
ス期間が付与されます。各サブネットワークで除外されているアドレス以外のすべてのアドレス
は、DHCP サーバがクライアントに割り当てるために使用できます。次の表に、3 つの DHCP ア
ドレス プールにある、デバイス用の IP アドレスの一覧を示します。
表 2：DHCP アドレス プール構成

プール 0（ネット プール 1（サブ
ワーク 172.16.0.0） ネットワーク
172.16.1.0）

プール 2（サブ
ネットワーク
172.16.2.0）

デバイス

デバイス

IP アドレス

IP アドレス

デバイス

IP アドレス

デフォルト デバイ —
ス

デフォルト デバイ 172.16.1.100
ス
172.16.1.101

デフォルト デバイ 172.16.2.100
ス
172.16.2.101

DNS サーバ

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

172.16.1.102
172.16.2.102

NetBIOS ネーム
サーバ

172.16.1.103
172.16.2.103

NetBIOS ノード タ h-node
イプ

ip dhcp database ftp://user:password@172.16.4.253/router-dhcp write-delay 120
ip dhcp excluded-address 172.16.1.100 172.16.1.103
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ip dhcp excluded-address 172.16.2.100 172.16.2.103
!
ip dhcp pool 0
network 172.16.0.0 /16
domain-name cisco.com
dns-server 172.16.1.102 172.16.2.102
netbios-name-server 172.16.1.103 172.16.2.103
netbios-node-type h-node
!
ip dhcp pool 1
network 172.16.1.0 /24
default-router 172.16.1.100 172.16.1.101
lease 30
!
ip dhcp pool 2
network 172.16.2.0 /24
default-router 172.16.2.100 172.16.2.101
lease 30

例：連続していない複数のサブネットを使用した DHCP アドレス プー
ルの設定
DHCP プール内の連続していない複数のサブネットは、次のネットワーク トポロジで使用できま
す。
• IP アドレス プーリング：DHCP クライアントおよびサーバが同一サブネットに常駐します。
• DHCP リレー：DHCP クライアントおよび DHCP サーバは DHCP リレー エージェント経由で
通信します。この場合、リレー インターフェイスはセカンダリ IP アドレスで設定されてい
ます。
• 階層型 DHCP：DHCP サーバは、DHCP サブネット割り当てサーバとして設定されます。
DHCP クライアントと DHCP サブネット割り当てサーバは、オンデマンド アドレス プール
（ODAP）ルータ経由で通信します。
次に示す例では、「pool3」という名前の DHCP アドレス プールが 1 つ作成され、そのプライマリ
サブネットに 172.16.0.0/16、セカンダリ サブネットの 1 つに 172.16.1.0/24、別のセカンダリ サブ
ネットに 172.16.2.0/24 がそれぞれ割り当てられます。
• プライマリ サブネットの IP アドレスに空きがなくなると、DHCP サーバは、サブネットが
プールに追加された順にセカンダリ サブネットを検査します。
• DHCP サーバがセカンダリ サブネットの 172.16.1.0/24 から IP アドレスを割り当てるときに、
このサーバは、IP アドレス 172.16.1.100 および 172.16.1.101 で構成されるサブネット固有の
デフォルト デバイス リストを使用します。ただし、DHCP サーバがサブネット 172.16.2.0/24
から IP アドレスを割り当てるときには、このサーバは、172.16.0.100 ～ 172.16.0.103 までの
4 つの IP アドレスで構成されるプール全体のリストを使用します。
• プライマリ サブネット 172.16.0.0/16 の他の属性である、ドメイン名、DNS サーバ、NetBIOS
ネーム サーバ、NetBIOS ノード タイプなどは、両方のセカンダリ サブネットから継承され
ます。
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• DHCP クライアントには、プールの IP アドレスに対する 30 日間のリース期間が付与されま
す。各サブネットでは、除外されているアドレス以外のすべてのアドレスは、DHCP サーバ
がクライアントに割り当てるために使用できます。
次の表は、3 つの連続していないサブネットで構成される DHCP アドレス プールにあるデバイス
用の IP アドレスの一覧を示しています。
表 3：連続していない複数のサブネットを使用した DHCP アドレス プールの設定

プライマリ サブ
ネット
（172.16.0.0/16）

最初のセカンダリ 2 番目のセカンダ
サブネット
リ サブネット
（172.16.1.0/24）
（172.16.2.0/24）

デバイス

IP アドレス

デフォルト デバイ 172.16.0.100
ス
172.16.0.101

DNS サーバ

デバイス

IP アドレス

デフォルト デバイ 172.16.1.100
ス
172.16.1.101

デバイス

IP アドレス

デフォルト デバイ 172.16.0.100
ス
172.16.0.101

172.16.0.102

172.16.0.102

172.16.0.103

172.16.0.103

172.16.1.102

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

172.16.2.102
NetBIOS ネーム
サーバ

172.16.1.103
172.16.2.103

NetBIOS ノード タ h-node
イプ

ip dhcp database ftp://user:password@172.16.4.253/router-dhcp write-delay 120
ip dhcp excluded-address 172.16.0.100 172.16.1.103
ip dhcp excluded-address 172.16.1.100 172.16.1.101
!
ip dhcp pool pool3
network 172.16.0.0 /16
default-router 172.16.0.100 172.16.2.101 172.16.0.102 172.16.0.103
domain-name cisco.com
dns-server 172.16.1.102 172.16.2.102
netbios-name-server 172.16.1.103 172.16.2.103
netbios-node-type h-node
lease 30
!
network 172.16.1.0 /24 secondary
override default-router 172.16.1.100 172.16.1.101
end
!
network 172.16.2.0 /24 secondary
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手動バインディングの設定例
次の例は、Mars.cisco.com という名前のクライアントに手動バインディングを作成する方法を示し
ています。クライアントの MAC アドレスは 02c7.f800.0422、クライアントの IP アドレスは
172.16.2.254 です。
ip dhcp pool Mars
host 172.16.2.254
hardware-address 02c7.f800.0422 ieee802
client-name Mars

属性は継承されるため、上記の設定と次に示す設定は同じになります。
ip dhcp pool Mars
host 172.16.2.254 mask 255.255.255.0
hardware-address 02c7.f800.0422 ieee802
client-name Mars
default-router 172.16.2.100 172.16.2.101
domain-name cisco.com
dns-server 172.16.1.102 172.16.2.102
netbios-name-server 172.16.1.103 172.16.2.103
netbios-node-type h-node

例：スタティック マッピングの設定
次の例では、DHCP サーバを再起動し、プールを設定して、スタティック マッピング テキスト
ファイルの保存先 URL を指定するという一連の操作を示しています。
no service dhcp
service dhcp
ip dhcp pool abcpool
origin file tftp://10.1.0.1/staticfilename

（注）

スタティック マッピング テキスト ファイルは、デバイスのフラッシュ メモリにコピーでき、
デバイスの TFTP プロセスで処理できます。この場合、最初のファイルの行に含まれる IP ア
ドレスはデバイスが所有するアドレスにする必要があり、デバイスの設定には
tftp-serverflashstatic-filename という追加の 1 行が必要になります。

DHCP オプションのインポート例
次に、DHCP オプションのインポートをサポートするようにリモート サーバおよび集中管理サー
バを設定する例を示します。集中管理サーバは、DNS アドレスや WINS アドレスなどの DHCP オ
プションを DHCP プール内で自動的に更新するように設定されます。CPE 機器を使用するローカ
ル クライアントからの DHCP 要求に応じて、リモート サーバは、このオプションのパラメータを
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中央サーバから「インポート」できます。ネットワーク トポロジの構成図については、次の図を
参照してください。
図 1：DHCP のネットワーク トポロジの例

中央ルータ
!do not assign this range to DHCP clients
ip dhcp-excluded address 10.0.0.1 10.0.0.5
!
ip dhcp pool central
! Specifies network number and mask for DHCP clients
network 10.0.0.0 255.255.255.0
! Specifies the domain name for the client
domain-name central
! Specifies DNS server that will respond to DHCP clients when they need to correlate host
! name to ip address
dns-server 10.0.0.2
!Specifies the NETBIOS WINS server
netbios-name-server 10.0.0.2
!
interface GigabitEthernet0/0/0
ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto

リモート ルータ
ip dhcp pool client
! Imports DHCP option parameters into DHCP server database
import all
network 20.0.0.0 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/0/0
ip address dhcp
duplex auto
speed auto
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Option 82 を使用した DHCP アドレス割り当ての設定例
次に、2 種類の DHCP クラスを設定する例を示します。CLASS1 は、指定した 16 進値とリレー
エージェント情報オプションがアドレス要求に含まれる DHCP クライアントのグループを定義し
ます。CLASS2 は、設定したリレー エージェント情報のサブオプションがアドレス要求に含まれ
る DHCP クライアントのグループを定義します。CLASS3 には設定されているパターンはなく、
「すべてに一致する」クラスとして扱われます。このタイプのクラスは「デフォルト」クラスを
指定する場合に便利です。
次の例では、10.0.20.0/24 サブネットをさらにサブネット化せずに、プール ABC のサブネットが
3 つの範囲に分割されています。Option 82 を使用してクラス CLASS1 との照合を行った 10.0.20.0/24
サブネットから DHCP Discover メッセージを受け取ると、10.0.20.1 ～ 10.0.20.100 の範囲で利用可
能なアドレスが割り当てられます。CLASS1 のアドレス範囲に空いているアドレスがない場合、
DHCP Discover メッセージで CLASS2 との照合が行われ、次はまた別のクラス、という具合に進
みます。
このように、ユーザが設定した順序に従って、DHCP プールの各クラスが一致するかどうかが検
証されます。プール ABC では、CLASS1、CLASS2、最後に CLASS3 という順に照合します。プー
ル DEF では、クラス CLASS2 にはアドレス範囲は設定されません。デフォルトでは、特定の 1 つ
のクラスのアドレス範囲はプールのサブネット全体です。このため、CLASS2 と照合するクライ
アントに 11.0.20.1 ～11.0.20.254 のアドレスが割り当てられる場合があります。
複数のプールを同じクラスで設定できるため、複数のプールに同じパターンを設定する必要はあ
りません。将来的に、さらに詳しい分類方式が導入される可能性があります。たとえば、特定の
デバイスのクラス（ケーブル モデムや IP Phone など）に対してだけサービスを提供するために 1
つ以上のプールを指定する必要が生じる可能性があります。
! Defines the DHCP classes and relay information patterns
ip dhcp class CLASS1
relay agent information
relay-information hex 01030a0b0c02050000000123
relay-information hex 01030a0b0c02*
relay-information hex 01030a0b0c02050000000000 bitmask 0000000000000000000000FF
ip dhcp class CLASS2
relay agent information
relay-information hex 01040102030402020102
relay-information hex 01040101030402020102
ip dhcp class CLASS3
relay agent information
! Associates the DHCP pool with DHCP classes
ip dhcp pool ABC
network 10.0.20.0 255.255.255.0
class CLASS1
address range 10.0.20.1 10.0.20.100
class CLASS2
address range 10.0.20.101 10.0.20.200
class CLASS3
address range 10.0.20.201 10.0.20.254
ip dhcp pool DEF
network 11.0.20.0 255.255.255.0
class CLASS1
address range 11.0.20.1 11.0.20.64
class CLASS2
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DHCP を通じてダイナミックに取得したネクストホップを使用したス
タティック ルートの設定例
次の例では、ネクストホップ ルータの IP アドレスを DHCP サーバから取得するように 2 つの
GigabitEthernet インターフェイスを設定する方法を示します。
ip route 10.10.10.0 255.255.255.0 dhcp 200
ip route 10.10.20.1 255.255.255.255 gigaether 1 dhcp

その他の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

Cisco IOS コマンド

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』

DHCP コマンド：コマンド構文の詳細、コマン 『Cisco IOS IP Addressing Services Command
ド モード、コマンド履歴、デフォルト、使用上 Reference』
の注意事項、および例
DHCP の概念情報

「DHCP の概要」モジュール

DHCP リレー エージェント設定

「Configuring the Cisco IOS XE DHCP Relay
Agent」モジュール

DHCP クライアント設定

「Cisco IOS XE DHCP クライアントの設定」モ
ジュール

DHCP オンデマンド アドレス プール マネージャ 「Configuring the DHCP On-Demand Address Pool
Manager」モジュール

標準および RFC
標準/RFC

タイトル

RFC 951

『Bootstrap Protocol (BOOTP)』

RFC 1542

『Clarifications and Extensions for Bootstrap
Protocol』

RFC 2131

『Dynamic Host Configuration Protocol』
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標準/RFC

タイトル

RFC 2132

『DHCP Options and BOOTP Vendor Extensions』

シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

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

Cisco IOS XE DHCP サーバの機能情報
次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト
ウェア リリース トレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェア リリースだけを
示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェア リリースでも
サポートされます。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
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表 4：Cisco IOS XE DHCP サーバの機能情報

機能名

リリース

機能の設定情報

DHCP サーバ

Cisco IOS XE Release 2.1

Cisco IOS XE ソフトウェアを実
行している Cisco ルータには、
Dynamic Host Configuration
Protocol（DHCP）サーバとリ
レー エージェント ソフトウェ
アが含まれています。Cisco IOS
XE DHCP サーバは包括的な
DHCP サーバを実装し、ルータ
内の指定されたアドレス プー
ルから DHCP クライアントへの
IPアドレスの割り当てと管理を
行います。DHCP サーバは、ド
メイン ネーム システム
（DNS）サーバの IP アドレス
やデフォルト ルータなどの追
加のパラメータを割り当てるよ
うに設定できます。

Cisco IOS XE Release 3.9S

Option 82 を使用した DHCP ア Cisco IOS XE Release 2.1
ドレス割り当て
Cisco IOS XE Release 3.9S

Cisco IOS XE DHCP サーバは、
リレー エージェントから送信
されたリレー情報オプション
（Option 82）情報に基づいて、
ダイナミック IP アドレスを割
り当てることができます。
この機能により、次のコマンド
が導入されました。
addressrange、class、
ipdhcpclass、ipdhcpuseclass、
relayagentinformation、
relay-informationhex。

DHCP ゲートウェイを使用した Cisco IOS XE Release 2.1
DHCP のスタティックなルート Cisco IOS XE Release 3.9S
設定

この機能により、関連付けられ
た DHCP ネクスト ホップ ルー
タへのスタティック ルート設
定が可能になります。
この機能により、次のコマンド
が変更されました。iproute、
showiproute。
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機能名

リリース

機能の設定情報

DHCP サーバのオプション：イ Cisco IOS XE Release 2.3
ンポートと自動設定
Cisco IOS XE Release 3.9S

複数のサブシステムによってイ
ンポートされたオプションは、
DHCP アドレス プールに共存で
きます。セッションが終了した
とき、またはリースがリリース
されたとき、インポートされた
オプションはクリアされます。

DHCP サーバの複数のサブネッ 12.4(15)T
ト
12.2(33)SRB

DHCP サーバの複数のサブネッ
ト機能により、複数のサブネッ
トを同じ DHCP アドレス プー
ルに設定できます。

15.3(1)S
Cisco IOS XE Release 3.2SE
Cisco IOS XE Release 3.9S

DHCP スタティック マッピング Cisco IOS XE Release 3.9S

次のコマンドが導入または変更
されました。network(DHCP)、
overridedefault-router。
スタティック マッピング プー
ルを設定すると、特別なプール
に保存されている個々のテキス
ト ファイル（DHCP データベー
ス ファイルと類似した形式）
から DHCP サーバがスタティッ
ク バインディングを読み取る
ことができます。
次のコマンドが導入または変更
されました。origin。
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機能名

リリース

DHCP サーバの拡張機能 Import Cisco IOS XE Release 3.9S
All
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DHCP サーバの拡張機能 Import
All 機能は、import all コマンド
の拡張機能です。この機能の導
入前は、import all コマンドで
インポートされたオプション
は、別のサブシステムによって
インポートされたオプションで
上書きされていました。この機
能によって、複数のサブシステ
ムによってインポートされたオ
プションでも DHCP アドレス
プールに共存できます。セッ
ションが終了したとき、または
リースがリリースされたとき、
インポートされたオプションは
クリアされます。

第

3

章

DHCP サーバ オンデマンド アドレス プール
マネージャの設定
Cisco IOS XE DHCP サーバ オンデマンド アドレス プール（ODAP）マネージャは、大規模なア
ドレスプールを集中管理し、大規模ネットワークの設定を単純化するために使用されます。ODAP
は、IP アドレス割り当ての集中管理ポイントを提供します。Cisco IOS XE ルータが ODAP マネー
ジャとして設定されている場合、IP アドレスのプールのサイズは、アドレスの利用水準に応じて
ダイナミックに増減されます。ルータに設定されている DHCP プールも IP アドレス プーリング
メカニズムとして使用できます。この IP アドレス プーリング メカニズムは、PPP ピアの IP アド
レスのソースを指定するためにルータに設定されます。
• 機能情報の確認, 60 ページ
• DHCP サーバ オンデマンド アドレス プール マネージャを設定するための前提条件, 60 ペー
ジ
• DHCP サーバ オンデマンド アドレス プール マネージャを設定するための制約事項, 60 ペー
ジ
• DHCP サーバ オンデマンド アドレス プール マネージャについて, 61 ページ
• DHCP サーバ オンデマンド アドレス プール マネージャの設定方法, 65 ページ
• DHCP ODAP サブネット割り当てサーバ サポートの設定方法, 80 ページ
• DHCP サーバ オンデマンド アドレス プール マネージャの設定例, 89 ページ
• その他の参考資料, 95 ページ
• DHCP サーバ オンデマンド アドレス プール マネージャの機能情報, 97 ページ
• 用語集, 99 ページ
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機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、Bug Search Tool およびご使用の
プラットフォームおよびソフトウェア リリースのリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールで説明される機能に関する情報、および各機能がサポートされるリリースの一覧につい
ては、機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

DHCP サーバ オンデマンド アドレス プール マネージャを
設定するための前提条件
ODAP マネージャを設定する前に、「DHCP の概要」モジュールで説明されている概念を理解す
る必要があります。
標準のマルチプロトコル ラベル スイッチング（MPLS）バーチャル プライベート ネットワーク
（VPN）を設定する必要があります。ただし、MPLS VPN 以外を使用する場合を除きます。
IP アドレス プーリング メカニズムが正しく動作するには、PPP セッションの VPN ルーティング/
転送（VRF）インスタンスが、プールで設定されたものと一致する必要があります。通常、この
マッチングは、仮想テンプレート インターフェイスの ipvrfforwardingvrf-name コマンドで行う
か、PPP ユーザの承認に AAA が使用されている場合は、ユーザのプロファイル設定の一部として
行うことができます。

（注）

デフォルト セッションには、アクセス インターフェイス VRF と VRF サービスを同時に適用
できます。

DHCP サーバ オンデマンド アドレス プール マネージャを
設定するための制約事項
• ip dhcp excluded-address グローバル コンフィギュレーション コマンドは、VRF に関連付け
られたプールからアドレスを除外するために使用することはできません。
• 現時点では、vrf DHCP プール コンフィギュレーション コマンドは、ホスト プールをサポー
トしていません。
• VRF プールでは、属性の継承はサポートされていません。
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• ルータは、同時にサブネット割り当てサーバおよび DHCP サーバとして設定できますが、1
つ制約があります。その制約とは、サブネット割り当てと IP アドレス割り当て用に別のプー
ルを作成する必要があるということです。DHCP では、1 つのアドレス プールをサブネット
割り当てと IP アドレス割り当ての両方の目的では使用できません。

DHCP サーバ オンデマンド アドレス プール マネージャに
ついて
ODAP マネージャの操作
ODAP を使用すると、アドレスの利用水準に応じて、IP アドレスのプールのサイズをダイナミッ
クに増減できます。設定の終わった ODAP には、ソース サーバからリースされた 1 つ以上のサブ
ネットが読み込まれ、DHCP クライアントまたは PPP セッションからのアドレス要求に応じる準
備ができます。ソース サーバにすることができるのは、リモート DHCP サーバまたは RADIUS
サーバ（AAA に基づく）です。現在、Cisco アクセス レジストラ RADIUS サーバだけが ODAP を
サポートしています。特定の利用水準（高利用水準）に達した場合は、サブネットをプールに追
加できます。利用水準が特定の水準（低利用水準）未満になった場合は、リース元のサーバにサ
ブネットを返却できます。ODAP に対するサブネットの追加または削除のたびに、リースした各
サブネットの集約ルートを、関連する VRF に対して挿入または削除する必要があります。
ODAP では、MPLS VPN などプライベート アドレスを利用するカスタマーに対し、DHCP を使用
してアドレスを割り当てることができます。VPN を利用すると、別々のネットワークにあり、プ
ライベート ネットワーク アドレスを含んでいる 2 つのプールが、同じ DHCP サーバによってサー
ビスされて、同じアドレス空間を持つ可能性が生じます。それらの IP アドレスは、クライアント
が属している VPN を選択するために利用される VPN ID によって区別できます。
各 ODAP には、特定の MPLS VPN が設定および関連付けされます。Cisco IOS XE ソフトウェアで
は、peerdefaultipaddressdhcp-poolpool-name コマンドにプール名サポートを追加することで、非
MPLS VPN のアドレス プールもサポートしています。
MPLS VPN の場合は、各 VPN に 1 つ以上の VRF が関連付けられます。VRF は、カスタマー VPN
サイトを定義するルーティング情報を保持するため、VPN テクノロジーの主要要素です。このカ
スタマー サイトがプロバイダー エッジ（PE）ルータに付加されます。VRF は、IP ルーティング
テーブル、取得された Cisco Express Forwarding（CEF）テーブル、ルーティング テーブルを使用
する一連のインターフェイス、およびルーティング テーブルに格納されている情報を制御するた
めの一連のルールおよびルーティング プロトコル パラメータで構成されています。
特定の VPN に属する PPP セッションは、その VPN に関連付けられた ODAP からのアドレスを 1
つだけ割り当てられます。それらの PPP セッションは、その ODAP が設定されているバーチャル
ホーム ゲートウェイ（VHG）/PE ルータで終了されます。VHG/PE ルータは、リモート ユーザを
対応する MPLS VPN にマップします。
PPP セッションの場合、ODAP からの個々のアドレス割り当ては、First Leased subnet First（FLF）
ポリシーに従って行われます。FLF では、まず、最初にリースされたサブネットからフリー アド
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レスが検索され、使用可能なフリー アドレスがこの最初のサブネットにない場合に 2 番目にリー
スされたサブネットなどが検索されます。このポリシーによって、一定期間にリースされたアド
レスを一連のサブネットにまとめることによる利点が生かされます。それにより、サブネットの
リリースとルート集約を効率化できます。
ただし、FLF ポリシーは、通常の DHCP アドレス選択ポリシーと異なります。通常の DHCP アド
レス選択では、受信インターフェイスの IP アドレスまたはゲートウェイ アドレス（ゼロでない場
合）を考慮します。これらのポリシーをいずれもサポートするには、DHCP サーバで通常の DHCP
アドレス要求と PPP クライアント用のアドレス要求を区別できる必要があります。ODAP マネー
ジャでは、DHCP サーバで通常の DHCP アドレス要求と PPP クライアント用のアドレス要求を区
別できる PPP 用の IP アドレス プーリング メカニズムを使用しています。
ODAP からのサブネットのリリースは、Last Leased subnet First（LLF）ポリシーに従って行われま
す。このポリシーでは、最後にリースされたサブネットが最初にリリースされます。LLF ポリシー
では、リリース可能なサブネット（その時点でリースされているアドレスがないサブネット）の
検索は、最後にリースされたサブネットから開始されます。リリース可能なサブネット（候補サ
ブネット）が見つかると、そのサブネットがリリースされ、そのサブネットの集約ルートが削除
されます。その時点でリリース可能なサブネットが複数存在していても、最後に割り当てられた
サブネットのみがリリースされます。リリース可能なサブネットがない場合は、何も行われませ
ん。候補サブネットをリリースすることによって高利用水準に達する場合、そのサブネットはリ
リースされません。最初にリースされたサブネットは、ODAP がディセーブルにされない限り、
リリースされません（瞬間的な利用水準を問わない）。
DHCP プールが 1 台のアップストリーム DHCP サーバから複数のサブネットを受け取った場合は、
クライアントが接続されているインターフェイスに各サブネットのアドレスが自動で設定される
ことによって、そのサブネットに属しているアドレスを DHCP クライアントが要求できるように
なります。
最初のサブネットの先頭アドレスが、インターフェイスのプライマリ アドレスに自動で割り当て
られます。後続する各サブネットの先頭アドレスが、インターフェイスのセカンダリ アドレスに
割り当てられます。また、クライアントアドレスが返却されると、そのサブネットのリースアド
レス数が減算されます。サブネットのリース カウンタがゼロになった場合（つまりリースが終
了）、そのサブネットはプールに返却されます。インターフェイスのそれまでのアドレスは削除
され、インターフェイスの最初のセカンダリアドレスがインターフェイスのプライマリアドレス
に昇格されます。
次の図は、Cisco IOS XE DHCP サーバに設定されている ODAP マネージャを示しています。この
ODAP は、AAA サーバからの初期プールを要求します。クライアントが DHCP 要求を出すと、
DHCP サーバは、このプールを使用して要求に応じます。利用率が 90 % に達すると、ODAP マ
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ネージャが拡張を要求し、AAA サーバは別のサブネットを割り当て、ODAP マネージャではその
サブネットからアドレスを割り当てることができます。
図 2：MPLS VPN のための ODAP アドレス プールの管理

サブネット割り当てサーバの動作
個々の IP アドレスの代わりにサブネットを割り当てるように ODAP マネージャを設定することも
できます。
この機能により、ネットワーク オペレータは、Cisco IOS XE ルータをサブネット割り当てサーバ
として設定できます。サブネット割り当てサーバの動作は DHCP サーバの動作と類似しています
が、IP アドレスのプールの代わりにサブネットのプールが作成される点が異なります。サブネッ
ト割り当てプールの作成および設定は、DHCP プール コンフィギュレーション モードで
subnetprefix-length コマンドを使用して行います。割り当てられた各サブネットのサイズは、
prefix-length 引数で設定されます。このとき、サブネット リースごとに設定されるアドレスの数を
決めるために、標準の Common InterDomain Routing（CIDR）ビット カウント表記が使用されま
す。
DHCP サーバがサブネット割り当てサーバとして設定されている場合、その DHCP サーバが ODAP
マネージャ割り当てのためのサブネット割り当てプールを提供します。次の図では、ルータ B が
サブネット割り当てサーバで、IP アドレスの需要とサブネットの可用性に基づいてサブネットを
ODAP マネージャに割り当てます。ルータ B は、サブネットの形式で初期アドレス空間の量を
ODAP マネージャに割り当てるように設定されています。ODAP マネージャによって割り当てら
れるサブネットのサイズは、サブネット割り当てサーバに設定されているサブネット サイズに
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よって決まります。ODAP マネージャは、次に、これらのサブネットからクライアントにアドレ
スを割り当て、アドレス空間の需要の増加に従って、サブネットをさらに割り当てます。
図 3：サブネット割り当てサーバ トポロジ

ODAP マネージャがサブネットを割り当てるときは、サブネット割り当てサーバによってサブネッ
ト バインディングが作成されます。このバインディングは、ODAP マネージャでアドレス空間を
必要とする間 DHCP データベースに保存されています。バインディングが削除されてサブネット
がサブネット プールに返却されるのは、アドレス空間の利用率が下がって ODAP マネージャがサ
ブネットをリリースする場合に限られます。
サブネット割り当てサーバは、VRF に関連付けることもできます。VRF は、IP ルーティング テー
ブル、取得された Cisco Express Forwarding（CEF）テーブル、ルーティング テーブルを使用する
一連のインターフェイス、およびルーティング テーブルに格納されている情報を制御するための
一連のルールおよびルーティング プロトコル パラメータで構成されています。

ODAP を使用する利点
効率的なアドレス管理
カスタマーは ODAP マネージャを使用することによって、IP アドレスの使用を最適化でき、その
結果、アドレス空間を節約できます。
効率的なルートの集約と更新
サブネットが ODAP に追加される場合、ODAP マネージャは集約ルートを挿入します。
複数 VRF および独立プライベート アドレッシングのサポート
ODAP マネージャによって、適切な VRF にサブネット ルーティング情報が自動で挿入されます。
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DHCP サーバ オンデマンド アドレス プール マネージャの
設定方法
DHCP ODAP をグローバル デフォルト メカニズムとして定義
使用するグローバル デフォルト メカニズムとしてオンデマンド アドレス プーリングを指定する
には、次のタスクを実行します。
IP アドレッシングによって、グローバル デフォルト アドレス プーリング メカニズムの設定が可
能になります。DHCP サーバでは、通常の DHCP アドレス要求と PPP クライアント用のアドレス
要求を区別できる必要があります。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. ipaddress-pooldhcp-pool

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Router> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

ipaddress-pooldhcp-pool
例：
Router(config)# ip address-pool
dhcp-pool

オンデマンド アドレス プーリングをグローバル デフォルト IP
アドレス メカニズムにすることができます。
• MPLS VPN へのリモート アクセス（PPP）セッションの
場合、IP アドレスは、ローカルに設定された
VRF-associated DHCP プールから取得されます。
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インターフェイスへの DHCP ODAP の定義
インターフェイスのオンデマンド アドレス プールを設定するには、この作業を実行します。
インターフェイス オンデマンド アドレス プーリング コンフィギュレーションは、そのインター
フェイスのデフォルト メカニズムより優先されます。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. interfacetypenumber
4. peerdefaultipaddressdhcp-pool[pool-name]

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Router> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

interfacetypenumber

インターフェイスを指定し、インターフェイス コンフィ
ギュレーション モードを開始します。

例：
Router(config)# interface
Virtual-Template1

ステップ 4

peerdefaultipaddressdhcp-pool[pool-name] オンデマンド アドレス プールからこのインターフェイスに
接続しているリモート ピアに返却される IP アドレスを指定
例：
します。
Router(config-if)# peer default ip
address dhcp-pool mypool
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• pool-name 引数は、非 MPLS VPN に対応する引数で、
セッションがいずれの VRF にも関連付けられない場合
に必須です。プール名を複数指定することはできます
が、空白で区切る必要があります。
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DHCP プールを ODAP として設定する
この作業は、DHCP アドレス プールを ODAP プールとして設定するために実行します。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. ipdhcppoolpool-name
4. vrfname
5. origin {dhcp | aaa| ipcp} [subnet size initial size [autogrow size]]
6. utilizationmarklowpercentage-number
7. utilizationmarkhighpercentage-number
8. end
9. showipdhcppool[pool-name]

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Router> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

ipdhcppoolpool-name

Cisco IOS XE DHCP サーバに DHCP アドレス プールを設定し、
DHCP プール コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Router(config)# ip dhcp pool
red-pool

ステップ 4

vrfname
例：

（任意）アドレス プールに VRF 名を関連付けます。
• このコマンドは MPLS VPN にだけ使用してください。

Router(dhcp-config)# vrf red
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ステップ 5

目的

origin {dhcp | aaa| ipcp} [subnet size アドレス プールをオンデマンド アドレス プールとして設定しま
initial size [autogrow size]]
す。
例：
Router(dhcp-config)# origin dhcp
subnet size initial /16 autogrow
/16

• プールを自動拡張プールとして設定していない場合にそのプー
ルにサブネットがすでに 1 つ存在していれば、そのプールで
追加のサブネットを要求することはありません。
• サイズを、サブネット マスク（nnnn.nnnn.nnnn.nnnn）または
プレフィックス サイズ（/nn）のいずれかで入力することがで
きます。有効な値は、/0 および/4 から/30 です。
• DHCP プールが 1 台のアップストリーム DHCP サーバから複
数のサブネットを受け取った場合は、クライアントが接続さ
れているインターフェイスに各サブネットのアドレスが自動
で設定されることによって、そのサブネットに属しているア
ドレスを DHCP クライアントが要求できるようになります。
最初のサブネットの先頭アドレスが、インターフェイスのプ
ライマリ アドレスに自動で割り当てられます。後続する各サ
ブネットの先頭アドレスが、インターフェイスのセカンダリ
アドレスに割り当てられます。また、クライアント アドレス
が返却されると、そのサブネットのリース アドレス数が減算
されます。サブネットのリース カウンタがゼロになった場合
（つまりリースが終了）、そのサブネットはプールに返却さ
れます。インターフェイスのそれまでのアドレスは削除され、
インターフェイスの最初のセカンダリ アドレスがインター
フェイスのプライマリ アドレスに昇格されます。
• origin aaa オプションが設定されている場合は、AAA を設定
する必要があります。

ステップ 6

utilizationmarklowpercentage-number プール サイズの低利用水準を設定します。
例：
Router(dhcp-config)# utilization
mark low 40

ステップ 7

が設定されている場合にだけ使用できます。
• デフォルト値は、0 % です。

utilizationmarkhighpercentage-number プール サイズの高利用水準を設定します。
例：
Router(dhcp-config)# utilization
mark high 60
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• このコマンドは、origin コマンドの autogrow size オプション
が設定されている場合にだけ使用できます。
• デフォルト値は 100 % です。
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ステップ 8

コマンドまたはアクション

目的

end

グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

例：
Router(dhcp-config)# end

ステップ 9

showipdhcppool[pool-name]

（任意）DHCP アドレス プールに関する情報を表示します。
• プライマリおよびセカンダリのインターフェイス アドレス割

例：

り当てに関する情報も表示されます。

Router# show ip dhcp pool

IPCP ネゴシエーションを通じてサブネットを取得するための ODAP の
設定
インターネット プロトコル コントロール プロトコル（IPCP）で取得したサブネットを使用する
ようにルータを設定するには、この作業を実行します。
加入者宅内機器（CPE）デバイスに対して IP アドレス プールを割り当てることができます。その
結果、CPE および DHCP プールに対して IP アドレスが割り当てられます。この機能には、3 つの
要件があります。
• Cisco IOS XE CPE デバイスはサブネットの要求と使用が可能になっていることが必要です。
• RADIUS サーバ（AAA に基づく）は、そのサブネットを提供できる必要があり、そのフレー
ム化されたルートを適切な VRF テーブルに挿入できる必要があります。
• PE ルータは、IPCP ネゴシエーションを通じたサブネットの提供を促進できる必要がありま
す。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. ipdhcppoolpool-name
4. importall
5. originipcp
6. exit
7. interfacetypenumber
8. ipaddresspoolpool-name
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Router> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

ipdhcppoolpool-name
例：

Cisco IOS XE DHCP サーバに DHCP アドレス プールを設
定し、DHCP プール コンフィギュレーション モードを開
始します。

Router(config)# ip dhcp pool
red-pool

ステップ 4

importall

Cisco IOS XE DHCP サーバ データベースにオプション パ
ラメータをインポートします。

例：
Router(dhcp-config)# import all

ステップ 5

originipcp
例：

IPCP をサブネット割り当てプロトコルとして使用して、
アドレス プールをオンデマンド アドレス プールとして設
定します。

Router(dhcp-config)# origin ipcp

ステップ 6

exit

DHCP プール コンフィギュレーション モードを終了しま
す。

例：
Router(dhcp-config)# exit

ステップ 7

interfacetypenumber

インターフェイスを指定し、インターフェイス コンフィ
ギュレーション モードを開始します。

例：
Router(config)# interface
GigabitEthernet 0/0/0

ステップ 8

ipaddresspoolpool-name
例：
Router(config-if)# ip address pool
red-pool
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AAA の設定
AAA を設定するには、次のタスクを実行します。
ODAP で AAA サーバからサブネットを取得できるようにするには、AAA クライアントを VHG/PE
ルータに設定する必要があります。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. aaanew-model
4. aaaauthorizationconfigurationdefaultgroupradius
5. 次のいずれかを実行します。
• aaaaccountingnetworkdefaultstart-stopgroupradius
• または
• aaaaccountingnetworkdefaultstop-onlygroupradius
6. aaasession-idcommon

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Router> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

aaanew-model

AAA アクセス コントロールをイネーブルにします。

例：
Router(config)# aaa new-model
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コマンドまたはアクション
ステップ 4

目的

aaaauthorizationconfigurationdefaultgroupradius RADIUS を使用して AAA サーバからスタティック
ルート設定情報をダウンロードします。
例：
Router(config)# aaa authorization configuration
default group radius

ステップ 5

次のいずれかを実行します。

課金、または RADIUS を使用する際のセキュリティ
のために、要求されたサービスの AAA アカウンティ
• aaaaccountingnetworkdefaultstart-stopgroupradius
ングをイネーブルにします。プロセスの開始時
• または
に、"start" アカウンティング通知を送信します。
• aaaaccountingnetworkdefaultstop-onlygroupradius または

例：
Router(config)# aaa accounting network default
start-stop group radius

課金、または RADIUS を使用する際のセキュリティ
のために、要求されたサービスの AAA アカウンティ
ングをイネーブルにします。要求されたユーザ プロ
セスの終了時に、"stop" アカウンティング通知を送
信します。

例：

例：
Router(config)# aaa accounting network default
stop-only group radius

ステップ 6

aaasession-idcommon
例：

コール内の AAA アカウンティング サービス タイプ
ごとに同じセッション ID が使用されるようにしま
す。

Router(config)# aaa session-id common

RADIUS の設定
ODAP AAA プロファイル
AAA サーバは、RADIUS Cisco AV ペア属性の「pool-addr」および「pool-mask」を、アクセス要
求およびアクセス許可で Cisco IOS DHCP サーバに送信します。pool-addr 属性は IP アドレスであ
り、pool-mask 属性はネットワーク マスクです（たとえば、pool-addr=192.168.1.0 および
pool-mask=255.255.0.0）。これらの属性は合わせて、AAA サーバにより Cisco IOS XE DHCP サー
バに割り当てられるネットワーク アドレス（アドレス/マスク）になります。
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手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. ipradiussource-interfacesubinterface-name
4. radius-serverhostip-addressauth-portport-numberacct-portport-number
5. radiusserverattribute32include-in-access-req
6. radiusserverattribute44include-in-access-req
7. radius-servervsasendaccounting
8. radius-servervsasendauthentication

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにし
ます。

例：

• パスワードを入力します（要求

Router> enable

ステップ 2

された場合）。
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。

configureterminal
例：
Router# configure terminal

ステップ 3

すべての発信 RADIUS パケットに対
して、指定されたインターフェイス
の IP アドレスを使用するよう、
RADIUS を強制します。

ipradiussource-interfacesubinterface-name
例：
Router(config)#
ip radius source-interface GigabitEthernet0/0/0

ステップ 4

radius-serverhostip-addressauth-portport-numberacct-portport-number RADIUSサーバホストを指定します。
• ip-address 引数は、RADIUS サー

例：

バ ホストの IP アドレスを指定し
ます。

Router(config)#
radius-server host 172.16.1.1 auth-port 1645 acct-port 1646

ステップ 5

radiusserverattribute32include-in-access-req
例：

アクセス要求またはアカウンティン
グ要求に含めて RADIUS 属性 32
（NAS-Identifier）を送信します。

Router(config)#
radius server attribute 32 include-in-access-req

IP アドレッシング：DHCP 構成ガイド
73

DHCP サーバ オンデマンド アドレス プール マネージャの設定
ODAP の無効化

ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

radiusserverattribute44include-in-access-req

アクセス要求またはアカウンティン
グ要求に含めて RADIUS 属性 44
（Accounting Session ID）を送信しま
す。

例：
Router(config)#
radius server attribute 44 include-in-access-req

ステップ 7

radius-servervsasendaccounting
例：
Router(config)#

ベンダー固有のアカウンティング属
性を認識および使用するようにネッ
トワーク アクセス サーバ（NAS）を
設定します。

radius-server vsa send accounting

ステップ 8

radius-servervsasendauthentication
例：

ベンダー固有の認証属性を認識およ
び使用するように NAS を設定しま
す。

Router(config)#
radius-server vsa send authentication

次の作業

ODAP の無効化
この作業では、DHCP プールからの ODAP をディセーブルにする方法を示します。
ODAP をディセーブルにすると、リースされていたすべてのサブネットがリリースされます。リ
リースされるサブネットのアドレスを使用しているアクティブ PPP セッションがある場合、それ
らのセッションはリセットされます。リリースされるサブネットからアドレスをリースしている
DHCP クライアントでは、リースを更新できません。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. ipdhcppoolpool-name
4. noorigin{dhcp| aaa| ipcp}
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Router> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

ipdhcppoolpool-name
例：

Cisco IOS XE DHCP サーバに DHCP アドレス プールを
設定し、DHCP プール コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

Router(config)# ip dhcp pool red-pool

ステップ 4

noorigin{dhcp| aaa| ipcp}

ODAP をディセーブルにします。

例：
Router(dhcp-config)# no origin dhcp

ODAP 動作の確認
ODAP 処理を確認するには、次のタスクを実行します。
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手順の概要
1. enable
2. showipdhcppool[pool-name] 次の出力は、Green と Global という 2 つの DHCP プール用です。
プール Green は、高利用水準 50 および低利用水準 30 で設定されています。このプールは、高
利用水準に達したときに追加のサブネットを取得する設定も行われています（自動拡張）。
Subnet size フィールドは、プール Green が要求する初期および増分のサブネット サイズとして
origin コマンドで設定される値を示します。Total addresses フィールドは、プールにある全使用
可能アドレスの数です。Leased addresses フィールドは、プールから作成されたバインディング
の総数です。Pending event フィールドには、サブネット要求が表示されます。これは、その
プールに対するサブネット要求が保留中であることを意味します。そのサブネット要求は、
Leased addresses 数がプールの高利用水準を超えたためにスケジューリングされました。プール
Green に現在追加されているサブネットが、順に表示されます。Current index カラムには、こ
のサブネットから次回割り当てられるアドレスが表示されます。IP address range カラムには、
このサブネットで使用可能なアドレスの範囲が表示されます。Leased addresses カラムには、各
サブネットから作成されたバインディングの数が個別に表示されます。プール Green に現在追
加されているサブネットは 3 個です。最初の 2 個のサブネットは、すべてのアドレスが使用さ
れているため、Current index には「0.0.0.0」が表示されています。Green プールと Global プー
ルは同一のサブネット（172.16.0.1 ～ 172.16.0.6）を持つことができます。その理由は、Green
プールは VRF Green にあるように設定され、Global プールはグローバル アドレス レンジにあ
るように設定されているからです。
3. showipdhcpbinding 次の出力は、Green プールからのバインディングを示しています。Type
フィールドが示しているのは On-demand、つまり、PPP セッション用にアドレス バインディン
グが作成されたということです。Lease expiration フィールドには、「Infinite」が示されていま
す。これは、セッションが続行されている間、バインディングが有効であることを意味しま
す。セッションの続行中にサブネットをリリースしてリース元サーバにリリースする必要があ
る場合は、新規 IP アドレスを強制的に取得させるために、セッションがリセットされます。
オンデマンド エントリの Hardware address カラムには、PPP によって検出されたセッションの
ID が表示されます。Bindings from all pools not associated with VRF フィールドの下にバインディ
ングの表示がないのは、グローバル プールがアドレスを割り当てていないためです。

手順の詳細
ステップ 1

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

ステップ 2

showipdhcppool[pool-name] 次の出力は、Green と Global という 2 つの DHCP プール用です。プール Green
は、高利用水準 50 および低利用水準 30 で設定されています。このプールは、高利用水準に達したときに
追加のサブネットを取得する設定も行われています（自動拡張）。Subnet size フィールドは、プール Green
が要求する初期および増分のサブネット サイズとして origin コマンドで設定される値を示します。Total
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addresses フィールドは、プールにある全使用可能アドレスの数です。Leased addresses フィールドは、プー
ルから作成されたバインディングの総数です。Pending event フィールドには、サブネット要求が表示され
ます。これは、そのプールに対するサブネット要求が保留中であることを意味します。そのサブネット要
求は、Leased addresses 数がプールの高利用水準を超えたためにスケジューリングされました。プール Green
に現在追加されているサブネットが、順に表示されます。Current index カラムには、このサブネットから
次回割り当てられるアドレスが表示されます。IP address range カラムには、このサブネットで使用可能な
アドレスの範囲が表示されます。Leased addresses カラムには、各サブネットから作成されたバインディン
グの数が個別に表示されます。プール Green に現在追加されているサブネットは 3 個です。最初の 2 個の
サブネットは、すべてのアドレスが使用されているため、Current index には「0.0.0.0」が表示されていま
す。Green プールと Global プールは同一のサブネット（172.16.0.1 ～ 172.16.0.6）を持つことができます。
その理由は、Green プールは VRF Green にあるように設定され、Global プールはグローバル アドレス レン
ジにあるように設定されているからです。
例：
Router# show ip dhcp pool
Pool Green :
Utilization mark (high/low)
: 50 / 30
Subnet size (first/next)
: 24 / 24 (autogrow)
VRF name
: Green
Total addresses
: 18
Leased addresses
: 13
Pending event
: subnet request
3 subnets are currently in the pool :
Current index
IP address range
0.0.0.0
172.16.0.1
- 172.16.0.6
0.0.0.0
172.16.0.9
- 172.16.0.14
172.16.0.18
172.16.0.17
- 172.16.0.22
Pool Global :
Utilization mark (high/low)
: 100 / 0
Subnet size (first/next)
: 24 / 24 (autogrow)
Total addresses
: 6
Leased addresses
: 0
Pending event
: none
1 subnet is currently in the pool :
Current index
IP address range
172.16.0.1
172.16.0.1
- 172.16.0.6

ステップ 3

Leased addresses
6
6
1

Leased addresses
0

showipdhcpbinding 次の出力は、Green プールからのバインディングを示しています。Type フィールドが
示しているのは On-demand、つまり、PPP セッション用にアドレス バインディングが作成されたというこ
とです。Lease expiration フィールドには、「Infinite」が示されています。これは、セッションが続行され
ている間、バインディングが有効であることを意味します。セッションの続行中にサブネットをリリース
してリース元サーバにリリースする必要がある場合は、新規 IP アドレスを強制的に取得させるために、
セッションがリセットされます。オンデマンド エントリの Hardware address カラムには、PPP によって検
出されたセッションの ID が表示されます。Bindings from all pools not associated with VRF フィールドの下
にバインディングの表示がないのは、グローバル プールがアドレスを割り当てていないためです。
例：
Router# show ip dhcp binding
Bindings from all pools not associated with VRF:
IP address
Hardware address
Lease expiration
Bindings from VRF pool Green:
IP address
Hardware address
Lease expiration
172.16.0.1
5674.312d.7465.7374.
Infinite

Type
Type
On-demand
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172.16.0.2
172.16.0.3
172.16.0.4
172.16.0.5
172.16.0.6
172.16.0.9
172.16.0.10
172.16.0.11
172.16.0.12
172.16.0.13
172.16.0.14
172.16.0.17
172.16.0.18

2d38.3930.39
5674.312d.7465.7374.
2d38.3839.31
5674.312d.7465.7374.
2d36.3432.34
5674.312d.7465.7374.
2d38.3236.34
5674.312d.7465.7374.
2d34.3331.37
5674.312d.7465.7374.
2d37.3237.39
5674.312d.7465.7374.
2d39.3732.36
5674.312d.7465.7374.
2d31.3637
5674.312d.7465.7374.
2d39.3137.36
5674.312d.7465.7374.
2d37.3838.30
5674.312d.7465.7374.
2d32.3339.37
5674.312d.7465.7374.
2d31.3038.31
5674.312d.7465.7374.
2d38.3832.38
5674.312d.7465.7374.
2d32.3735.31

Infinite

On-demand

Infinite

On-demand

Infinite

On-demand

Infinite

On-demand

Infinite

On-demand

Infinite

On-demand

Infinite

On-demand

Infinite

On-demand

Infinite

On-demand

Infinite

On-demand

Infinite

On-demand

Infinite

On-demand

Infinite

On-demand

トラブルシューティングのヒント
debugipdhcpserverpacket コマンドを使用するとクライアント ID を判別できます。次のサンプル
出力では、クライアントは 0b07.1134.a029 という値で識別されます。
Device# debug ip dhcp server packet
DHCPD:DHCPDISCOVER received from client 0b07.1134.a029 through relay 10.1.0.253.
DHCPD:assigned IP address 10.1.0.3 to client 0b07.1134.a029.
.
.
.

ODAP のモニタリングおよびメンテナンス
この作業では、ODAP をモニタリングおよびメンテナンスする方法を示します。
clear ip dhcp binding、clear ip dhcp conflict、および clear ip dhcp subnet コマンドの以下の動作に
注意してください。
• pool pool-name オプションを指定せず、IP アドレスを指定した場合、その IP アドレスは、グ
ローバル アドレス空間にあるアドレスであると見なされ、指定したバインディング、競合、
サブネットがすべての非 VRF DHCP プールから検索されます。
• pool pool-name オプションを指定せず、* オプションを指定する場合、すべての VRF および
非 VRF プールのすべての自動またはオンデマンド バインディング/競合/サブネットは削除さ
れると仮定されます。
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• pool pool-name オプションおよび * オプションの両方を指定する場合、指定されたプールの
すべての自動またはオンデマンド バインディング/競合/サブネットだけがクリアされます。
• pool pool-name オプションと IP アドレスを指定した場合は、指定したバインディング、競
合、または指定した IP アドレスを含むサブネットが、指定したプールから削除されます。

手順の概要
1. enable
2. clearipdhcp[pool pool-name] binding {* | address}
3. clearipdhcp[pool pool-name] conflict {* | address}
4. clearipdhcp[pool pool-name] subnet{*| address}
5. debugdhcpdetails
6. debugipdhcpserverevents
7. showipdhcpimport
8. showipinterface [type number]
9. showipdhcppoolpool-name

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Router> enable

ステップ 2

clearipdhcp[pool pool-name] binding {* |
address}

自動アドレス バインディングまたは DHCP サーバ デー
タベースの特定のプールからのオブジェクトを削除しま
す。

例：
Router# clear ip dhcp binding *

ステップ 3

clearipdhcp[pool pool-name] conflict {* |
address}

DHCP サーバ データベースから特定のプールからの 1 つ
以上のアドレスの競合をクリアします。

例：
Router# clear ip dhcp conflict *

ステップ 4

clearipdhcp[pool pool-name] subnet{*|
address}

name が指定されていない場合、ネームド DHCP プール
またはすべての DHCP プールの現在リースされているサ
ブネットすべてをクリアします。

例：
Router# clear ip dhcp subnet *
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

debugdhcpdetails

オンデマンド アドレス プールのサブネットの割り当て
とリリースをモニタリングします。

例：
Router# debug dhcp details

ステップ 6

debugipdhcpserverevents

DHCP サーバのイベント（アドレスの割り当てやデータ
ベースのアップデートなど）をレポートします。

例：
Router# debug ip dhcp server events

ステップ 7

showipdhcpimport

DHCP サーバ データベースにインポートされたオプショ
ン パラメータを表示します。

例：
Router# show ip dhcp import

ステップ 8

showipinterface [type number]

IP 用に設定されたインターフェイスが使用可能かどうか
のステータスを表示します。

例：
Router# show ip interface

ステップ 9

showipdhcppoolpool-name

DHCP アドレス プール情報を表示します。

例：
Router# show ip dhcp pool green

DHCP ODAP サブネット割り当てサーバ サポートの設定方
法
サブネット割り当てサーバのグローバル プールの設定
サブネット割り当てサーバにグローバルサブネットプールを設定するには、次のタスクを実行し
ます。
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グローバル サブネット プール
グローバル サブネット プールは、中央集中型のネットワークに作成されます。ODAP マネージャ
は、サブネットのアベイラビリティに基づいてサブネット割り当てサーバからサブネットを割り
当てます。ODAP マネージャがサブネットを割り当てるときは、サブネット割り当てサーバによっ
てサブネット バインディングが作成されます。このバインディングは、ODAP マネージャでアド
レス空間を必要とする間 DHCP データベースに保存されています。バインディングが破棄されて
サブネットがサブネット プールに返却されるのは、アドレス空間の利用率が下がって ODAP マ
ネージャがサブネットをリリースする場合に限られます。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. ipdhcppoolpool-name
4. networknetwork-number [mask| /prefix-length]
5. subnetprefix-lengthprefix-length

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Router> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

ipdhcppoolpool-name

DHCP プール コンフィギュレーション モードを開始し、サブ
ネット プール名を指定します。

例：
Router(config)# ip dhcp pool
GLOBAL-POOL

ステップ 4

networknetwork-number [mask|
/prefix-length]
例：
Router(dhcp-config)# network
10.0.0.0 255.255.255.0

DHCP サーバの DHCP アドレス プールに、サブネットの番号と
マスクを設定します。
• サブネット マスクまたはプレフィックスの長さをこの手順
で設定できます。prefix-length 引数には、CIDR ビット カウ
ント記法に従う値を設定できます。prefix-length 引数を設定
するときはスラッシュ文字を使用する必要があります。

IP アドレッシング：DHCP 構成ガイド
81

DHCP サーバ オンデマンド アドレス プール マネージャの設定
サブネット割り当てサーバ上の VRF サブネット プールの設定

ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

subnetprefix-lengthprefix-length

サブネット プレフィックスの長さを設定します。prefix-length 引
数の範囲は、1 ～ 31 です。

例：
Router(dhcp-config)# subnet
prefix-length 8

• このコマンドでは、各サブネットに設定される、サブネッ
ト プールから割り当てる IP アドレスの数を設定します。
prefix-length 引数には、CIDR ビット カウント記法フォー
マットに従う値を設定できます。

サブネット割り当てサーバ上の VRF サブネット プールの設定
VRF サブネット プール
MPLS VPN クライアント用に VRF サブネット割り当てプールからサブネットを割り当てるように
サブネット割り当てサーバを設定できます。ODAP マネージャとサブネット割り当てサーバ間の
VPN ルートは、VRF 名または VPN ID 設定に基づいて設定されます。VRF および VPN ID は、カ
スタマー VPN サイトを定義するルーティング情報を維持するために設定されます。VPN カスタ
マー サイト（またはカスタマー装置（CE））は、プロバイダー エッジ（PE）ルータに接続され
ます。VRF は VPN の指定に使用され、IP ルーティング テーブル、取得された Cisco Express
Forwarding（CEF）テーブル、ルーティング テーブルを使用する一連のインターフェイス、およ
びルーティング テーブルに格納されている情報を制御するための一連のルールおよびルーティン
グ プロトコル パラメータで構成されています。

はじめる前に
サブネット割り当てプールを設定する前に、VRF 名および VPN ID を ODAP マネージャおよびサ
ブネット割り当てサーバで設定できます。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. ipdhcppoolpool-name
4. vrfvrf-name
5. networknetwork-number[mask |/prefix-length]
6. subnetprefix-lengthprefix-length
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Router> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

ipdhcppoolpool-name

DHCP プール コンフィギュレーション モードを開始し、サブネッ
ト プール名を指定します。

例：
Router(config)# ip dhcp pool
VRF-POOL

ステップ 4

vrfvrf-name
例：
Router(dhcp-config)# vrf RED

ステップ 5

networknetwork-number[mask
|/prefix-length]
例：
Router(dhcp-config)# network
10.1.1.0 /24

ステップ 6

subnetprefix-lengthprefix-length
例：
Router(dhcp-config)# subnet
prefix-length 16

オンデマンド アドレス プールを、VPN ルーティング/転送（VRF）
インスタンス名（またはタグ）に関連付けます。
• vrf キーワードおよび vrf-name 引数は、VRF プールの VPN を
指定するために使用されます。vrf-name 引数は、クライアント
に対して設定されている VRF 名（またはタグ）と一致する必
要があります。
Cisco IOS XE DHCP サーバの DHCP アドレス プールに、サブネッ
トの番号およびマスクを設定します。
• サブネット マスクまたはプレフィックスの長さをこの手順で
設定できます。prefix-length 引数には、CIDR ビット カウント
記法に従う値を設定できます。prefix-length 引数を設定すると
きはスラッシュ文字を使用する必要があります。
サブネット プレフィックスの長さを設定します。prefix-length 引数
の範囲は、1 ～ 31 です。
• このコマンドでは、各サブネットに設定される、サブネット
プールから割り当てる IP アドレスの数を設定します。
prefix-length 引数には、CIDR ビット カウント記法フォーマッ
トに従う値を設定できます。
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サブネット割り当てサーバ上の VRF サブネット プールを設定するため
の VPN ID の使用方法
VPN ID を使用してサブネット割り当てサーバに VRF サブネット プールを設定するには、次のタ
スクを実行します。

VRF プールおよび VPN ID
サブネット割り当てサーバは、クライアントの VPN ID に基づいて、VPN サブネット割り当てプー
ルからサブネットを割り当てるように設定することもできます。VPN ID（または組織固有識別子
（OUI））は、IEEE によって割り当てられる一意の ID です。

はじめる前に
サブネット割り当てプールを設定する前に、VRF 名および VPN ID を ODAP マネージャおよびサ
ブネット割り当てサーバで設定できます。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. ipvrfvrf-name
4. rdroute-distinguisher
5. route-targetbothroute-target-number
6. vpnidvpn-id
7. exit
8. ipdhcppoolpool-name
9. vrfvrf-name
10. networknetwork-number[mask |/prefix-length]
11. subnetprefix-lengthprefix-length

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：
Router> enable
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

ipvrfvrf-name
例：
Router(config)#ip vrf RED

ステップ 4

rdroute-distinguisher
例：
Router(config-vrf)# rd 100:1

ステップ 5

VRF ルーティング テーブルを作成し、VRF の名前（またはタグ）
を指定します。
• vrf-name 引数は、ステップ 9 でクライアントおよび VRF プー
ルに対して設定する VRF 名と一致する必要があります。
ステップ 3 で作成される VRF インスタンス用のルーティング テー
ブルおよび転送テーブルを作成します。
• ルート識別子の引数を設定するには、2 つの形式があります。
例で示されているような as-number:network number（ASN:nn）
の形式、または IP address:network number（IP-address:nn）の形
式で設定できます。

route-targetbothroute-target-number ステップ 3 で作成した VRF インスタンスのルート ターゲット拡張
コミュニティを作成します。
例：
Router(config-vrf)# route-target
both 100:1

• both キーワードは、ターゲット VPN 拡張コミュニティ（また
はこの設定に含まれる ODAP マネージャ）に対してインポー
トまたはエクスポートするルートを指定するために使用されま
す。
• route-target-number 引数は、ステップ 4 の route-distinguisher 引
数と同じフォーマットに従います。この 2 つの引数は一致して
いる必要があります。

ステップ 6

vpnidvpn-id
例：
Router(config-vrf)# vpn id
1234:123456

ステップ 7

exit

VPN ID を設定します。
• このコマンドは、クライアント（ODAP マネージャ）も VPN
ID を設定されているか割り当てられている場合にだけ使用し
ます。
VRF コンフィギュレーション モードを終了して、グローバル コン
フィギュレーション モードを開始します。

例：
Router(config-vrf)# exit
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ステップ 8

コマンドまたはアクション

目的

ipdhcppoolpool-name

DHCP プール コンフィギュレーション モードを開始し、サブネッ
ト プール名を指定します。

例：

• VRF キーワードおよび vrf-name 引数は、VRF プールの VPN を

Router(config)# ip dhcp pool
VPN-POOL

ステップ 9

vrfvrf-name
例：

networknetwork-number[mask
|/prefix-length]

ている必要があります。
Cisco IOS XE DHCP サーバの DHCP アドレス プールに、サブネット
の番号およびマスクを設定します。
• サブネット マスクまたはプレフィックスの長さをこの手順で

例：
Router(dhcp-config)# network
192.168.0.0 /24

ステップ 11

オンデマンド アドレス プールを VRF インスタンス名と関連付けま
す。
• vrf-name 引数は、ステップ 3 で設定した vrf-name 引数と一致し

Router(dhcp-config)#vrf RED

ステップ 10

指定するために使用されます。vrf-name 引数は、クライアント
に対して設定されている VRF 名（またはタグ）と一致する必
要があります。

subnetprefix-lengthprefix-length

設定できます。prefix-length 引数には、CIDR ビット カウント
記法に従う値を設定できます。prefix-length 引数を設定すると
きはスラッシュ文字を使用する必要があります。
サブネット プレフィックスの長さを設定します。
• prefix-length 引数の範囲は、1 ～ 31 です。

例：
Router(dhcp-config)# subnet
prefix-length 16

• このコマンドでは、各サブネットに設定される、サブネット
プールから割り当てる IP アドレスの数を設定します。
prefix-length 引数には、CIDR ビット カウント記法フォーマッ
トに従う値を設定できます。

サブネット割り当ておよび DHCP バインディングの確認
サブネット割り当ておよび DHCP バインディングを確認するには、次のタスクを実行します。
提供される情報が異なるため、show ip dhcp pool および show ip dhcp binding コマンドは、同時に
発行される必要もなく、同じセッションにある必要すらありません。ただし、これらのコマンド
は、サブネット割り当ておよび DHCP バインディングの確認に使用できます。show running-config
| begin dhcp コマンドは、DHCP のローカルな設定および subnet prefix-length コマンドの設定を表
示するために使用されます。
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手順の概要
1. enable
2. showrunning-config| begin dhcp
3. showipdhcppool[pool-name]
4. showipdhcpbinding[ip-address]

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Router> enable

ステップ 2

showrunning-config| begin dhcp ルータのローカル設定を表示するために使用されます。
例：
Router# show running-config
| begin dhcp

• subnet prefix-length コマンドの設定が、DHCP プールの下に表示され
ます。この DHCP プールにサブネット リース割り当てが設定されて
います。このコマンドに続いて、サブネット割り当てサイズが CIDR
ビット カウント記法で表示されます。
• この出力例は、begin キーワードを使用してフィルタリングされてお
り、実行コンフィギュレーションの DHCP セクションからの出力が
表示されています。

ステップ 3

showipdhcppool[pool-name]
例：
Router# show ip dhcp pool

DHCP プールに関する情報を表示します。
• このコマンドは、サブネット割り当てサーバと ODAP マネージャの
両方のサブネット割り当てプール コンフィギュレーションを確認す
るために使用できます。
• このコマンドの出力には、プールの名前、アドレス空間の利用率、サ
ブネットサイズ、アドレスの総数、リースされているアドレスの数、
および保留中イベントを含む、具体的なアドレス プール情報が表示
されます。

ステップ 4

showipdhcpbinding[ip-address] DHCP バインディングに関する情報を表示します。
例：

• このコマンドは、サブネット割り当てから DHCP バインディングへ
のマッピング情報を表示するために使用できます。

Router# show ip dhcp binding

• このコマンドの出力には、個々の IP アドレス割り当てのバインディ
ング情報および割り当てられたサブネットが表示されます。生成され
る出力は、DHCP IP アドレスの割り当ての場合とサブネットの割り当
ての場合でほぼ同一ですが、サブネット リースでは IP アドレスに続
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コマンドまたはアクション

目的
いてサブネットマスク（割り当てられたサブネットのサイズを表示）
が表示されます。個々の IP アドレスのバインディングは IP アドレス
を表示するだけで、サブネット マスクは表示されません。

DHCP ODAP サブネット割り当てサーバのトラブルシューティング
DHCP ODAP サブネット割り当てサーバをトラブルシューティングするには、次のタスクを実行
します。

手順の概要
1. enable
2. debugdhcp[detail]
3. debugipdhcpserver{events | packets | linkage}

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Router> enable

ステップ 2

debugdhcp[detail]
例：
Router# debug dhcp detail

ステップ 3

debugipdhcpserver{events |
packets | linkage}
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DHCP クライアント アクティビティに関するデバッグ情報を表示し、
DHCP パケットのステータスをモニタリングします。
• この例は、ODAP マネージャで detail キーワードを指定して発行
されています。detail キーワードは、クライアントのリース エン
トリ構造およびリース エントリの状態遷移を表示およびモニタリ
ングするために使用されます。このコマンドでは、オプション
フィールドの長さに加えて表示される、DHCP パケットの op、
htype、hlen、hops、server identifier オプション、xid、secs、flags、
ciaddr、yiaddr、siaddr、および giaddr フィールドの値も表示されま
す。
DHCP サーバのデバッグをイネーブルにします。

DHCP サーバ オンデマンド アドレス プール マネージャの設定
DHCP サーバ オンデマンド アドレス プール マネージャの設定例

コマンドまたはアクション

目的
• この例では、サブネット割り当てサーバの packets および events
キーワード付きでコマンドが発行されます。出力として、リース
の移行状態および受信状態の他、データベース情報も表示します。

例：
Router# debug ip dhcp server
packets

例：
Router# debug ip dhcp server
events

DHCP サーバ オンデマンド アドレス プール マネージャの
設定例
グローバル デフォルト メカニズムとしての DHCP ODAP の定義例
次の例に、PPP クライアントからのアドレス要求を処理するために使用する、オンデマンド アド
レス プーリング メカニズムを設定する方法を示します。
ip address-pool dhcp-pool
!
ip dhcp pool Green-pool

インターフェイスへの DHCP ODAP の定義例
次の例に、オンデマンド アドレス プールから IP アドレスを取得するようにインターフェイスを
設定する方法を示します。
interface Virtual-Template1
ip vrf forwarding green
ip unnumbered loopback1
ppp authentication chap
peer default ip address dhcp-pool
!

DHCP プールを ODAP として設定する例
次の例に、外部 DHCP サーバからサブネットを取得するように設定された 2 つの ODAP を示しま
す。
Router# show run
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Building configuration...
Current configuration : 3943 bytes
!
version 12.2
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
!
hostname Router
!
no logging console
enable password lab
!
username vpn_green_net1 password 0 lab
username vpn_red_net1 password 0 lab
ip subnet-zero
!
ip dhcp pool green_pool
vrf Green
utilization mark high 60
utilization mark low 40
origin dhcp subnet size initial /24 autogrow /24
!
ip dhcp pool red_pool
vrf Red
origin dhcp
!
ip vrf Green
rd 200:1
route-target export 200:1
route-target import 200:1
!
ip vrf Red
rd 300:1
route-target export 300:1
route-target import 300:1
ip cef
ip address-pool dhcp-pool
!
no voice hpi capture buffer
no voice hpi capture destination
!
interface Loopback0
ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
!
interface Loopback1
ip vrf forwarding Green
ip address 100.10.10.1 255.255.255.255
!
interface Loopback2
ip vrf forwarding Red
ip address 110.10.10.1 255.255.255.255
!
interface ATM2/0/0
no ip address
shutdown
no atm ilmi-keepalive
!
interface ATM3/0/0
no ip address
no atm ilmi-keepalive
!
interface GigabitEthernet0/0/0
ip address 10.0.105.12 255.255.255.224
duplex half
!
interface GigabitEthernet0/0/1
ip address 150.10.10.1 255.255.255.0
duplex half
!
interface GigabitEthernet0/0/2
ip address 120.10.10.1 255.255.255.0
duplex half
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tag-switching ip
!
interface Virtual-Template1
ip vrf forwarding Green
ip unnumbered Loopback1
ppp authentication chap
!
interface Virtual-Template2
ip vrf forwarding Green
ip unnumbered Loopback1
ppp authentication chap
!
interface Virtual-Template3
ip vrf forwarding Green
ip unnumbered Loopback1
ppp authentication chap
!
interface Virtual-Template4
ip vrf forwarding Red
ip unnumbered Loopback2
ppp authentication chap
!
interface Virtual-Template5
ip vrf forwarding Red
ip unnumbered Loopback2
ppp authentication chap
!
interface Virtual-Template6
ip vrf forwarding Red
ip unnumbered Loopback2
ppp authentication chap
!
router ospf 100
log-adjacency-changes
redistribute connected
network 1.1.1.1 0.0.0.0 area 0
network 120.10.10.0 0.0.0.255 area 0
network 150.10.10.0 0.0.0.255 area 0
!
router bgp 100
no synchronization
bgp log-neighbor-changes
neighbor 3.3.3.3 remote-as 100
neighbor 3.3.3.3 update-source Loopback0
!
address-family ipv4 vrf Red
redistribute connected
redistribute static
no auto-summary
no synchronization
network 110.0.0.0
exit-address-family
!
address-family ipv4 vrf Green
redistribute connected
redistribute static
no auto-summary
no synchronization
network 100.0.0.0
exit-address-family
!
address-family vpnv4
neighbor 3.3.3.3 activate
neighbor 3.3.3.3 send-community extended
exit-address-family
!
ip classless
ip route 172.19.0.0 255.255.0.0 10.0.105.1
no ip http server
ip pim bidir-enable
!
call rsvp-sync
!
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mgcp profile default
!
dial-peer cor custom
!
gatekeeper
shutdown
!
line con 0
exec-timeout 0 0
line aux 0
line vty 0 4
password lab
login
!
end

DHCP プールを非 MPLS VPN に対応する ODAP として設定する例
次の例に、オンデマンド アドレス プールから IP アドレスを取得するようにインターフェイスを
設定する方法を示します。この例では、非 VRF ODAP を 2 つ設定します。2 つのバーチャル テン
プレート（virtual-template）と 2 つの DHCP アドレス プール（usergroup1 および usergroup2）があ
ります。各 virtual-template インターフェイスは、関連付けられたアドレス プールからのピアの IP
アドレスを取得するように設定されています。
!
ip dhcp pool usergroup1
origin dhcp subnet size initial /24 autogrow /24
lease 0 1
!
ip dhcp pool usergroup2
origin dhcp subnet size initial /24 autogrow /24
lease 0 1
!
interface virtual-template1
ip unnumbered loopback1
peer default ip address dhcp-pool usergroup1
!
interface virtual-template2
ip unnumbered loopback1
peer default ip address dhcp-pool usergroup2

AAA および RADIUS の設定例
次の例に、IP アドレス 172.16.1.1 にある AAA（RADIUS）サーバからサブネットを取得するよう
に設定された「Green」というプールを示します。
!
aaa new-model
!
aaa authorization configuration default group radius
aaa accounting network default start-stop group radius
aaa session-id common
!
ip subnet-zero
!
ip dhcp ping packets 0
!
ip dhcp pool Green
vrf Green
utilization mark high 50
utilization mark low 30
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origin aaa subnet size initial /28 autogrow /28
!
ip vrf Green
rd 300:1
route-target export 300:1
route-target import 300:1
!
interface GigabitEthernet0/1/1
ip address 172.16.1.12 255.255.255.0
duplex half
!
interface Virtual-Template1
ip vrf forwarding Green
no ip address
!
ip radius source-interface GigabitEthernet0/1/1
!
!IP address of the RADIUS server host
radius-server host 172.16.1.1 auth-port 1645 acct-port 1646
radius-server retransmit 3
radius-server attribute 32 include-in-access-req
radius-server attribute 44 include-in-access-req
radius-server key cisco
radius-server vsa send accounting
radius-server vsa send authentication

サブネット割り当てサーバのグローバル プールの設定例
次の例は、サブネット割り当てサーバとしてルータを設定し、ネットワーク 10.0.0.0/24 からサブ
ネットを割り当てる「GLOBAL-POOL」というグローバル サブネット割り当てプールを作成する
方法を示しています。この例の subnet prefix-length コマンドの構成では、サブネット プールから
割り当てられる各サブネットのサイズが 254 個のホスト IP アドレスをサポートするように設定さ
れます。
ip dhcp pool GLOBAL-POOL
network 10.0.0.0 255.255.255.0
subnet prefix-length 24
!

サブネット割り当てサーバの VRF プールの設定例
次の例では、サブネット割り当てサーバとしてルータを設定し、ネットワーク 172.16.0.0/16 から
サブネットを割り当てる「VRF-POOL」というグローバル サブネット割り当てプールを作成して、
「RED」という VRF と一致するように VPN を設定する方法を示しています。この例の subnet
prefix-length コマンドの構成では、サブネット プールから割り当てられる各サブネットのサイズ
が 62 個のホスト IP アドレスをサポートするように設定されます。
ip dhcp pool VRF-POOL
vrf RED
network 172.16.0.0 /16
subnet prefix-length 26
!
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VPN ID の使用によるサブネット割り当てサーバでの VRF プールの割り
当て例
次の例では、サブネット割り当てサーバとしてルータを設定し、ネットワーク 192.168.0.0/24 から
サブネットを割り当てる「VRF-POOL」というグローバル サブネット割り当てプールを作成して、
「RED」という VRF を設定する方法を示しています。VPN ID は、クライアント サイトに割り当
てられている固有識別子と一致する必要があります。ルート ターゲットおよびルート識別子は
as-number:network-number フォーマットで設定されています。ルート ターゲットおよびルート識別
子は一致している必要があります。この例の subnet prefix-length コマンドの構成では、サブネッ
ト プールから割り当てられる各サブネットのサイズが 30 個のホスト IP アドレスをサポートする
ように設定されます。
ip vrf RED
rd 100:1
route-target both 100:1
vpn id 1234:123456
exit
ip dhcp pool VPN-POOL
vrf RED
network 192.168.0.0 /24
subnet prefix-length /27
exit

サブネット割り当てサーバでのローカルな設定の確認例
次に、show running-config コマンドの出力例を示します。このコマンドは、サブネット割り当て
サーバでのローカルな設定を確認するために使用できます。このコマンドの出力では、
「GLOBAL-POOL」という名前の DHCP プールの下に、subnet prefix-length コマンドの設定が表示
されます。このサブネット割り当てプールの合計サイズは、network コマンドで 254 個のアドレ
スに設定されます。subnet prefix-length コマンドの設定により、このプールは 254 個のホスト IP
アドレスをサポートするサブネットを割り当てるように設定されます。合計プール サイズでサ
ポートするアドレスは 254 個だけであるため、このプールから割り当てることができるサブネッ
トは 1 つだけです。
Router# show running-config | begin dhcp
ip dhcp pool GLOBAL-POOL
network 10.0.0.0 255.255.255.0
subnet prefix-length 24
!

アドレス プール割り当て情報の確認例
次に、show ip dhcp pool コマンドの出力例を示します。このコマンドは、サブネット割り当てサー
バと ODAP マネージャのサブネット割り当てプール コンフィギュレーションを確認するために使
用できます。このコマンドの出力には、アドレス プール名、利用水準、設定されているサブネッ
ト サイズ、アドレスの総数（サブネットからのアドレス）、保留中イベント、および具体的なサ
ブネット リース情報に関する情報が表示されます。

IP アドレッシング：DHCP 構成ガイド
94

DHCP サーバ オンデマンド アドレス プール マネージャの設定
サブネット割り当ておよび DHCP バインディングの確認例

次のサンプル出力は、サブネット割り当てサイズは /24（254 の IP アドレス）に設定され、保留中
のサブネット割り当て要求があり、プールにサブネットがないことを示しています。
Router> show ip dhcp pool ISP-1
Pool ISP-1 :
Utilization mark (high/low)
:100 / 0
Subnet size (first/next)
:24 / 24 (autogrow)
Total addresses
:0
Leased addresses
:0
Pending event
:subnet request
0 subnet is currently in the pool

次の例では、設定されているサブネット割り当てサイズが/24（IP アドレス 254 個）であること、
設定されている VRF 名が「RED」であること、および 254 個の IP アドレスを含むサブネットが
割り当てられている一方でそのサブネットからリースされている IP アドレスがないことを示して
います。
Router> show ip dhcp pool SUBNET-ALLOC
Pool SUBNET-ALLOC :
Utilization mark (high/low)
:100 / 0
Subnet size (first/next)
:24 / 24 (autogrow)
VRF name
:RED
Total addresses
:254
Leased addresses
:0
Pending event
:none
1 subnet is currently in the pool :
Current index
IP address range
10.0.0.1
10.0.0.1
- 10.0.0.254

Leased addresses
0

サブネット割り当ておよび DHCP バインディングの確認例
次に、show ip dhcp binding コマンドの出力例を示します。このコマンドは、サブネット割り当て
から DHCP バインディングへのマッピング情報を表示するために使用できます。このコマンドの
出力には、サブネットから MAC アドレスへのマッピング、リース期限、およびリース タイプ（サ
ブネットリースバインディングは、デフォルトで自動作成および自動リリースされるよう設定）
が示されています。生成される出力は、DHCP IP アドレスの割り当ての場合とサブネットの割り
当ての場合でほぼ同一ですが、サブネット リースでは IP アドレスに続いてサブネット マスク（割
り当てられたサブネットのサイズを表示）が CIDR ビット カウント記法で表示されます。個々の
IP アドレスのバインディングは IP アドレスを表示するだけで、サブネット マスクは表示されま
せん。
Router# show ip dhcp binding
Bindings from all pools not associated with VRF:
IP address
Client-ID/
Lease expiration
Hardware address/
User name
10.0.0.0/26
0063.6973.636f.2d64.
Mar 29 2009 04:36 AM
656d.6574.6572.2d47.
4c4f.4241.4c

Type
Automatic

その他の参考資料
次の項では、DHCP ODAP マネージャの設定に関連した関連資料を示します。
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関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

DHCP コマンド：コマンド構文の詳細、コマン 『Cisco IOS IP Addressing Services Command
ド モード、コマンド履歴、デフォルト、使用上 Reference』
の注意事項、および例
DHCP の概念情報

「DHCP の概要」モジュール

DHCP サーバ設定

「Cisco IOS XE DHCP サーバの設定」モジュー
ル

DHCP クライアント設定

「Cisco IOS XE DHCP クライアントの設定」モ
ジュール

DHCP リレー エージェント設定

「Configuring the Cisco IOS XE DHCP Relay
Agent」モジュール

DHCP 拡張機能

「アカウンティングおよびセキュリティ対応の
DHCP サービスの設定」モジュール

標準
標準

タイトル

この機能がサポートする新しい規格または変更 -された規格はありません。

MIB
MIB

MIB のリンク

この機能によってサポートされる新しい MIB
または変更された MIB はありません。

選択したプラットフォーム、Cisco IOS XE ソフ
トウェア リリース、およびフィーチャ セット
の MIB の場所を検索しダウンロードするには、
次の URL にある Cisco MIB Locator を使用しま
す。
http://www.cisco.com/go/mibs
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RFC
RFC

タイトル

RFC 951

『Bootstrap Protocol (BOOTP)』

RFC 1542

『Clarifications and Extensions for Bootstrap
Protocol』

RFC 2131

『Dynamic Host Configuration Protocol』

RFC 2685

『Virtual Private Networks Identifier』

RFC 3046

『DHCP Relay Information Option』

シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

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

DHCP サーバ オンデマンド アドレス プール マネージャの
機能情報
次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト
ウェア リリース トレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェア リリースだけを
示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェア リリースでも
サポートされます。
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プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
表 5：DHCP オンデマンド アドレス プール マネージャの機能情報

機能名

リリース

非 MPLS VPN 用 DHCP サーバ Cisco IOS XE Release 2.3
オンデマンド アドレス プール Cisco IOS XE Release 3.9S
マネージャ

機能の設定情報
この機能は、非 MPLS VPN に
ODAP サポートを提供するため
に拡張されました。
この機能により、次のコマンド
が変更されました。
peerdefaultipaddress

DHCP ODAP サーバ サポート

Cisco IOS XE Release 2.3
Cisco IOS XE Release 3.9S

この機能によって、DHCP サー
バ（またはルータ）をサブネッ
ト割り当てサーバとして設定で
きるようになります。この機能
では、ODAP クライアントに
リースするためのサブネット
プール付きで Cisco IOS DHCP
サーバを設定できます。
この機能により、次のコマンド
が導入または変更されました。
subnetprefix-length および
showipdhcpbinding

IP アドレッシング：DHCP 構成ガイド
98

DHCP サーバ オンデマンド アドレス プール マネージャの設定
用語集

機能名

リリース

機能の設定情報

DHCP サーバ オンデマンド ア Cisco IOS XE Release 2.3
ドレス プール マネージャ

ODAP マネージャは、大規模な
アドレス プールの集中管理、
および大規模ネットワークの設
定の簡略化に使用されます。
ODAP は、IP アドレス割り当て
の集中管理ポイントを提供しま
す。Cisco IOS ルータが ODAP
マネージャとして設定されてい
る場合、IPアドレスのプールの
サイズは、アドレスの利用水準
に応じてダイナミックに増減さ
れます。
この機能により、次のコマンド
が導入されました。
aaasession-id、
clearipdhcpsubnet、
ipaddresspool、
ipdhcpaaadefaultusername、
origin、showipdhcppool、
utilizationmarkhigh、
utilizationmarklow、vrf。
この機能により、次のコマンド
が変更されました。
clearipdhcpbinding、
clearipdhcpconflict、
ipaddress-pool、
peerdefaultipaddress。

用語集
AAA：認証、認可、アカウンティング。Cisco ルータまたはアクセス サーバにアクセス コントロー
ルを設定できる主要なフレームワークを提供する一連のネットワーク セキュリティ サービスで
す。
CiscoAccessRegistrar：AAA 情報の集中管理とプロビジョニングおよび管理の簡素化によってアク
セス サービスのサービス プロバイダー導入をサポートする RADIUS サーバ。
クライアント：DHCP プロトコルまたは BOOTP プロトコルを使用して、インターフェイスの設定
（IP アドレスの取得）を試行しているホスト。
DHCP：Dynamic Host Configuration Protocol。

IP アドレッシング：DHCP 構成ガイド
99

DHCP サーバ オンデマンド アドレス プール マネージャの設定
用語集

増分サブネットサイズ：1 つのオンデマンド プールに対して要求される 2 番目以降のサブネット
の望ましいサイズ。
初期サブネットサイズ：1 つのオンデマンド プールに対して要求される最初のサブネットの望ま
しいサイズ。
IPCP：IP Control Protocol。PPP を介して IP を確立および設定するプロトコルです。
MPLS：マルチプロトコル ラベル スイッチング。タグ スイッチングの基礎となる新しい業界標準
です。
ODAP：オンデマンド アドレス プール。
PE ルータ：プロバイダー エッジ ルータ。
PPP：Point-to-Point Protocol。
RADIUS：Remote Authentication Dial-In User Service。モデムおよび ISDN 接続の認証、および接続
のトラッキングのためのデータベースです。
リレーエージェント：異なるサブネット上のサーバとクライアントの間で DHCP メッセージおよ
び BOOTP メッセージを転送するルータ。
リリース可能なサブネット：そのサブネットからリースされているアドレスがない、リースされ
たサブネット。
サーバ：DHCP サーバまたは BOOTP サーバ。
VHG：仮想ホーム ゲートウェイ。Cisco IOS ソフトウェア コンポーネントの 1 つで、PPP セッショ
ンを終了させます。お客様に代わってサービス プロバイダーが所有、管理し、お客様のネット
ワークのリモート ユーザへのアクセスを提供します。単一のサービス プロバイダー デバイス
（ルータ）でさまざまなカスタマーの複数の VHG をホストできます。VHG はリモート ユーザの
アクセス パターンに基づいてダイナミックに開始および停止できます。VHG と呼ばれる単一の
IOS 機能は存在しないことに注意してください。VHG は動作や機能の集まりです。
VHG/PE ルータ：PPP セッションを終了させ、対応する MPLS VPN にリモート ユーザをマッピン
グするデバイス。
VPN：バーチャル プライベート ネットワーク。トンネリングを使用してパブリック TCP/IP ネッ
トワーク経由で IP トラフィックをセキュアに転送できるようにします。
VPN 情報：このドキュメントでは、VPN 情報とは VRF 名または VPN ID のことです。
VRF：VPN ルーティングおよび転送インスタンス。VRF は、IP ルーティング テーブル、取得さ
れたルーティング テーブル、そのルーティング テーブルを使用する一連のインターフェイス、
ルーティングテーブルに登録されるものを決定する一連のルールおよびルーティングプロトコル
で構成されています。一般に、VRF には、PE ルータに付加されるカスタマー VPN サイトが定義
されたルーティング情報が格納されています。PE ルータでインスタンス化された各 VPN は独自
の VRF を持ちます。
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章

Cisco IOS XE DHCP リレー エージェントの設
定
Cisco IOS XE ソフトウェアを実行している Cisco ルータには、Dynamic Host Configuration Protocol
（DHCP）サーバとリレー エージェント ソフトウェアが含まれています。DHCP リレー エージェ
ントとは、クライアントとサーバ間で DHCP パケットを転送するホストです。このモジュールで
は、Cisco IOS XE DHCP リレー エージェントの設定に必要な概念と作業について説明します。
• 機能情報の確認, 101 ページ
• DHCP リレー エージェントを設定するための前提条件, 102 ページ
• DHCP リレー エージェントについて, 102 ページ
• DHCP リレー エージェントの設定方法, 108 ページ
• DHCP リレー エージェントの設定例, 122 ページ
• その他の参考資料, 124 ページ
• シスコのテクニカル サポート, 126 ページ
• Cisco IOS XE DHCP リレー エージェントの機能情報, 126 ページ
• 用語集, 128 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、Bug Search Tool およびご使用の
プラットフォームおよびソフトウェア リリースのリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールで説明される機能に関する情報、および各機能がサポートされるリリースの一覧につい
ては、機能情報の表を参照してください。
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プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

DHCP リレー エージェントを設定するための前提条件
DHCP リレー エージェントを設定する前に、「DHCP の概要」モジュールで説明されている概念
を理解しておく必要があります。
Cisco IOS XE DHCP サーバとリレー エージェントは、デフォルトで有効化されています。ディセー
ブルにされているかは、コンフィギュレーション ファイルで確認できます。無効化されている場
合は、コンフィギュレーション ファイルに no service dhcp コマンドが表示されます。必要な場合
は、service dhcp コマンドを使用して、この機能を再度有効化することができます。
Cisco IOS XE DHCP リレー エージェントは、ip helper-address が設定されている場合にのみ、イ
ンターフェイスで有効化されます。このコマンドにより、設定されている DHCP サーバに DHCP
ブロードキャストを転送できるようになります。

DHCP リレー エージェントについて
DHCP リレー エージェントの概要
DHCP リレー エージェントとは、クライアントとサーバ間で DHCP パケットを転送するホストで
す。リレー エージェントは、同一の物理サブネット上にないクライアントとサーバ間で要求およ
び応答を転送するために使用されます。リレー エージェント転送は、IP デバイスの通常の転送と
は異なります。通常の転送では、IP データグラムがネットワーク間である程度透過的にスイッチ
ングされます。対照的に、リレー エージェントは DHCP メッセージを受信すると、新たに DHCP
メッセージを生成して別のインターフェイスに送信します。リレー エージェントはゲートウェイ
IP アドレスを設定し（DHCP パケットの giaddr フィールド）、設定されている場合にはパケット
にリレー エージェント情報オプション（Option 82）を追加して、DHCP サーバに転送します。サー
バからの応答は、Option 82 を削除してからクライアントに転送されます。
DHCP リレー エージェントでは、アンナンバード インターフェイスの使用をサポートしていま
す。アンナンバード インターフェイスは、すでにデバイスに設定されている別のインターフェイ
スの IP アドレスを「借りる」ことができます。これは、ネットワーク空間とアドレス空間の節約
になります。アンナンバード インターフェイスを介して接続されている DHCP クライアントの場
合、DHCP クライアントがアドレスを取得すると、DHCP リレー エージェントはスタティックな
ホストルートを自動的に追加し、アンナンバードインターフェイスを発信インターフェイスとし
て指定します。リース時間経過後、またはクライアントがアドレスをリリースした場合、ルート
は自動的に削除されます。
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パケット転送アドレス
DHCP クライアントは、最初の DHCPDISCOVER メッセージを送信するために User Datagram
Protocol（UDP）ブロードキャストを使用する必要があります。その理由は、このクライアントが
接続先のネットワークに関する情報を持っていないからです。サーバを含まないネットワーク セ
グメントにクライアントがある場合、ルータはたいてい、ブロードキャスト トラフィックを転送
しないように設定されているため、UDP ブロードキャストは通常、転送されません。
この状況は、特定のクラスのブロードキャストをヘルパー アドレスに転送するよう、ブロード
キャストを受信するルータのインターフェイスを設定することで解決できます。インターフェイ
スごとに、複数のヘルパー アドレスを使用できます。
ルータがこれらのアドレスの割り当てやパラメータ要求を転送するとき、ルータは DHCP リレー
エージェントとして機能しています。DHCP リレー エージェントの Cisco ルータの実装は、
iphelper-address インターフェイス コンフィギュレーション コマンドによって用意されます。
次の図では、DHCP クライアントが IP アドレスの要求と追加設定パラメータをローカル LAN 上
でブロードキャストしています。DHCP リレー エージェントとして機能しているルータ B は、ブ
ロードキャストをピックアップし、別のインターフェイス上で送信するために新しい DHCP メッ
セージを生成します。この DHCP メッセージの一部として、リレー エージェントは iphelper-address
コマンドを含むインターフェイスの IP アドレスを、DHCP パケットの IP アドレス（giaddr）フィー
ルドに挿入します。この IP アドレスによって、DHCP サーバは、どのサブネットがその応答を受
信する必要があるかを決定し、提示する適切な IP アドレス範囲を識別することが可能になりま
す。DHCP リレー エージェントは、ローカル ブロードキャストを、iphelper-address インターフェ
イス コンフィギュレーション コマンドで指定された DHCP サーバ アドレスである 172.16.1.2 に
IP ユニキャストを介して送信します。
図 4：ヘルパー アドレスを使用した UDP ブロードキャストの DHCP サーバへの転送

リレー エージェント情報オプション
自動 DHCP アドレス割り当ては通常、IP アドレスがゲートウェイ IP アドレス（DHCP パケットの
giaddr フィールド）または着信インターフェイス IP アドレスになるかどうかに基づいています。
一部のネットワークでは、割り当てる IP アドレスを決定するために追加情報を使用する必要があ
ります。Cisco IOS XE リレー エージェントでは、クライアントが発信した DHCP パケットを DHCP
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サーバに転送する際に、リレー エージェント情報オプション（Option 82）を使用して、自身につ
いての追加情報を含めることが可能です。
Cisco IOS XE は、ipdhcprelayinformationoption コマンドを使用してこの機能をサポートします。
リレー エージェントは、回線識別子サブオプションとリモート ID サブオプションを自動的にリ
レー エージェント情報オプションへ追加し、DHCP サーバに転送します。
DHCP サーバは、この情報を使用して、IP アドレスの割り当て、アクセス コントロールの実施、
およびサービス プロバイダー ネットワークの各加入者への Quality of Service（QoS）とセキュリ
ティ ポリシー（または他のパラメータ割り当てポリシー）の設定を行えます。
次の図に、リレー エージェント情報オプションがどのように DHCP パケットに挿入されるかを示
します。次のようにして挿入されます。
1 DHCP クライアントは DHCP 要求を生成し、ネットワーク上でブロードキャストします。
2 DHCP リレー エージェントはブロードキャスト DHCP 要求パケットを代行受信し、パケット
内にリレー エージェント情報オプション（Option 82）を挿入します。リレー エージェント情
報オプションには、関連するサブオプションが含まれています。
3 DHCP リレー エージェントは DHCP パケットを DHCP サーバにユニキャストします。
4 DHCP サーバはパケットを受信し、サブオプションを使用して IP アドレスや他の設定パラメー
タを割り当て、クライアントに転送します。
5 リレー エージェントは、パケットのサブオプション フィールドをクライアントへの転送時に
取り除きます。
図 5：リレー エージェント情報オプションの動作
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リレー エージェント情報の再転送ポリシー
DHCP リレー エージェントは、すでにリレー情報を持つ別の DHCP リレー エージェントからの
メッセージを受信する場合があります。デフォルトでは、以前のリレー エージェントからのリ
レー情報は置き換えられます。ご使用のネットワークでこの動作が適切でない場合は、ip dhcp
relay information policy {drop | keep | replace} グローバル コンフィギュレーション コマンドを使
用して動作を変更できます。
再転送ポリシーの動作が正しいことを確認するには、no ip dhcp relay information check グローバ
ル コンフィギュレーション コマンドを使用して、リレー エージェント情報チェックが無効であ
ることを確認します。

MPLS VPN の DHCP リレー エージェント サポート
マルチプロトコル ラベル スイッチング（MPLS）バーチャル プライベート ネットワーク（VPN）
の DHCP リレーのサポートを使用すると、ネットワーク管理者は重複するアドレスを許容するこ
とで、アドレス空間を節約できます。リレー エージェントは、異なる VPN 上の複数のクライア
ントをサポートできます。また、異なる VPN の多数のクライアントで同じ IP アドレスを共有で
きます。
VPN の設定には、通常の DHCP ホスト IP アドレス指定に調整を加えることが関係します。VPN
で使用するプライベート アドレス空間は、インターネット全体から見て一意ではない場合があり
ます。
環境によっては、1 つ以上の MPLS VPN へもアクセスできるネットワーク要素内にリレー エー
ジェントが存在することがあります。それら異なる VPN 上の DHCP クライアントへサービスを提
供する DHCP サーバは、各クライアントが存在する VPN に位置している必要があります。リレー
エージェントを含んでいるネットワーク要素は、通常 DHCP クライアントの VPN アソシエーショ
ンをキャプチャし、この情報を DHCP パケットのリレー エージェント情報オプション内に含めま
す。
MPLS VPN の DHCP リレー サポートにより、リレー エージェントは DHCP リレー エージェント
情報オプションの次の 3 つのサブオプションを使用して、この VPN 関連の必須情報を DHCP サー
バに転送できます。
• VPN 識別子
• サブネット選択
• サーバ識別子オーバーライド
VPN 識別子サブオプションは、DHCP サーバに対し、DHCP サーバに回す各 DHCP 要求の VPN
について知らせるために、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 エージェントへ送り返す DHCP 応答を正しく転送するためにも使用されます。VPN 識別子サ
ブオプションは、クライアントが接続されている着信インターフェイス上に設定された VPN ID
を含んでいます。VPN ID ではなく VRF 名を設定した場合、VRF 名が VPN 識別子サブオプション
として使用されます。インターフェイスがグローバルルーティング空間内にある場合、VPNサブ
オプションは付加されません。
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サブネット選択サブオプションを使用すると、クライアントが存在するサブネットを、リレー
エージェントとの通信に使用される IP アドレスから分離させられます。通常の 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 エージェントへの通信のためにサーバが使
用可能な 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。状況によっては、
DHCP クライアントが存在するサブネットに対して、リレー エージェントへの通信のためにサー
バが使用可能な IP アドレスとは異なるアドレスをリレー エージェントに指定する必要がある場合
があります。サブネット選択サブオプションは、リレー エージェント情報オプション内に含ま
れ、DHCP サーバに送られます。ゲートウェイ アドレスは、DHCP サーバ向けのリレー エージェ
ントの発信インターフェイスへ変更されます。DHCP サーバはこのゲートウェイ アドレスを使用
して、応答パケットをリレー エージェントに送り返します。
サーバ識別子オーバーライド 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。サーバ識別子オーバーライド サブオプションに
は着信インターフェイスの IP アドレスが含まれています。クライアントからアクセス可能なリ
レー エージェント上の IP アドレスです。この情報を使用して、DHCP クライアントは renew およ
び release パケットをすべてリレー エージェントへ送ります。リレー エージェントは VPN サブオ
プションをすべて付加した後、renew および release パケットを元の DHCP サーバに転送します。
DHCP リレー エージェント情報オプションにこれらのサブオプションが付加された後、ゲートウェ
イ アドレスが DHCP サーバ向けのリレー エージェントの発信インターフェイスに変更されます。
パケットが DHCP サーバに戻って来ると、リレー エージェントはリレー エージェント情報オプ
ションを削除し、パケットを正しい VPN の DHCP クライアントに転送します。
次の図は、DHCP リレー エージェントおよび DHCP サーバから各クライアントが内部に存在して
いる VPN を認識できる VPN のシナリオです。DHCP クライアント 1 は、VPN green の一部であ
り、DHCP クライアント 2 は VPN red の一部です。また、どちらの VPN も同一のプライベート IP
アドレス 192.168.1.0/24 を使用しています。2 つのクライアントが同一の IP アドレスを持っている
ため、DHCP リレー エージェントと DHCP サーバはリレー エージェント情報オプションの VPN
識別子、サブネット選択、サーバ識別子オーバーライドという各サブオプションを使用して、ク
ライアントの正しい VPN を判別します。
図 6：バーチャル プライベート ネットワーク DHCP 構成
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Option 82 カプセル化の DHCP リレー サポート
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 番目のリレー 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 番目のリレー 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 番目のリレー エージェントか
らの Option 82 だけでなく、1 番目のリレー 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。たとえば、2 番目のリレー エージェントとして動作するインテリジェ
ント サービス ゲートウェイ（ISG）がレイヤ 2 デバイスに接続されているとします。レイヤ 2 デ
バイスは家庭に接続され、家庭を Option 82 で識別します。
DHCP リレー Option 82 のカプセル化機能を使用すると、自身の Option 82 情報も付加するよう設
定してある場合に、2 番目のリレー エージェントは 1 番目のリレー エージェントから受信した
メッセージ内の Option 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 エージェントからの Option 82 情報を使用できます。DHCP サーバは、2 番目のリレー エー
ジェントからの VPN 情報と 1 番目のリレー エージェントからの Option 82 情報とを使用すること
により、VRF、Option 60、カプセル化された Option 82 に基づいて、正しいアドレス割り当てや他
の設定パラメータをクライアント デバイスに送信できます。DHCP サーバから DHCP クライアン
トへの応答メッセージは、要求メッセージと同様の経路を通り、2 つのリレー エージェントを介
して DHCP クライアントに送られます。
図 4 に、この機能が設定されたときに 2 つのリレー エージェントと DHCP サーバで実施される処
理を示します。
1 DHCP クライアントが DHCP メッセージ（Option 60 を含む）を生成し、ネットワークにブロー
ドキャストします。
2 1 番目の DHCP リレー エージェントがブロードキャスト DHCP 要求パケットをインターセプ
トし、自身の Option 82 をパケットに挿入します。
3 リレー エージェントは自動的に回線 ID サブオプションとリモート ID サブオプションとを
Option 82 に付加し、2 番目のリレー エージェントへ転送します。
4 2 番目のリレー エージェントは、1 番目のリレー エージェントの Option 82 をカプセル化して
自身の Option 82 に挿入します。
5 ゲートウェイ IP アドレス（giaddr）は 2 番目のリレー エージェントの着信インターフェイスに
設定され、1 番目のリレー エージェントからの giaddr はカプセル化されます。
6 2 番目の DHCP リレー エージェントは DHCP パケットを DHCP サーバにユニキャストします。
7 DHCP サーバはパケットを受信し、2 番目のリレーからの VPN サブオプションと 1 番目のリ
レー エージェントからの Option 82 情報とを使用して IP アドレスや他の設定パラメータを割り
当て、パケットを 2 番目のリレー エージェントへと再度転送します。
8 2 番目のリレー エージェントは、サーバからの応答メッセージを受信すると、1 番目のリレー
エージェントからのカプセル化された Option 82 と元の giaddr とを回復します。それから、応
答メッセージは元の giaddr に送られます。
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9 Option 82 は、クライアントへの転送前に 1 番目のリレー エージェントによってパケットから
取り除かれます。
図 7：DHCP リレー エージェント情報オプションのカプセル化サポートの処理

DHCP リレー エージェントの設定方法
パケット転送アドレスの指定
パケットを DHCP サーバに転送するよう DHCP リレー エージェントを設定するには、この作業を
実行します。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. interfacetypenumber
4. iphelper-addressaddress
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

interfacetypenumber

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。

例：
Device(config)# interface
GigabitEthernet0/0/0

ステップ 4

iphelper-addressaddress
例：
Device(config-if)# ip
helper-address 172.16.1.2

BOOTP や DHCP など、UPD ブロードキャストを転送します。
• address 引数は特定の DHCP サーバ アドレスにするか、他
の DHCP サーバが宛先ネットワーク セグメントにある場合
は、ネットワーク アドレスにできます。ネットワーク アド
レスを使用することで、他のサーバも DHCP 要求に応答で
きるようになります。
• 複数のサーバがある場合、各サーバに 1 つのヘルパー アド
レスを設定できます。

リレー エージェント情報オプション サポートの設定
DHCP リレー エージェント情報オプションのサポート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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（注）

• ipdhcprelayinformation コマンドが、グローバル コンフィギュレーション モードで設定さ
れているが、インターフェイス コンフィギュレーション モードでは設定されていない場
合、すべてのインターフェイスにグローバル コンフィギュレーションが適用されます。
• ipdhcprelayinformation コマンドがグローバル コンフィギュレーション モードとインター
フェイス コンフィギュレーション モードの両方で設定されている場合、インターフェイ
ス コンフィギュレーション コマンドがグローバル コンフィギュレーション コマンドよ
り優先されます。ただし、インターフェイスコンフィギュレーションがないインターフェ
イスにはグローバル コンフィギュレーションが適用されます。
• ipdhcprelayinformation コマンドが、グローバル コンフィギュレーション モードでは設定
されていないが、インターフェイス コンフィギュレーション モードでは設定されている
場合、適用される設定オプションのあるインターフェイスだけが影響を受けます。他の
すべてのインターフェイスはコンフィギュレーションの影響を受けません。
リレー エージェント情報オプションのインターフェイスごとのサポートの詳細については、
「インターフェイスごとのリレー エージェント情報オプション サポートの設定」の項を参照
してください。>

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. ipdhcprelayinformationoption
4. ipdhcprelayinformationcheck
5. ipdhcprelayinformationpolicy{drop|keep|replace}
6. ipdhcprelayinformationtrust-all
7. end
8. showipdhcprelayinformationtrusted-sources

手順の詳細
コマンドまたはアクション
ステップ 1 enable
例：

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

Router> enable

ステップ 2 configureterminal
例：
Router# configure terminal
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コマンドまたはアクション
ステップ 3 ipdhcprelayinformationoption
例：
Router(config)# ip dhcp relay information
option

ステップ 4 ipdhcprelayinformationcheck
例：
Router(config)# ip dhcp relay information
check

目的
DHCP サーバへの転送された BOOTREQUEST メッセージ
に、システムが DHCP リレー エージェント情報オプショ
ン（Option 82 フィールド）を挿入できるようにします。
• 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。
（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が有効かチェックするよう
DHCP を設定します。
• デフォルトでは、DHCP は DHCP サーバから受信し
た DHCP 応答パケット内の Option 82 フィールドが有
効かをチェックします。無効なメッセージを受信す
ると、リレー エージェントは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 Option 82 フィールドを削除し、パ
ケットを転送します。この機能が無効化されている
場合、ipdhcprelayinformationcheck コマンドを使用
して再度有効化します。

ステップ 5 ipdhcprelayinformationpolicy{drop|keep|replace} （任意）DHCP リレー エージェントの再転送ポリシー
（メッセージにすでにリレー情報が含まれている場合の
例：
リレー エージェントによる処理方法）を設定します。
Router(config)# ip dhcp relay information
policy replace

ステップ 6 ipdhcprelayinformationtrust-all
例：
Router(config)# ip dhcp relay information
trust-all

• 詳細については、「リレー エージェント情報の再転
送ポリシー」の項を参照してください。
（任意）ルータ上のインターフェイスすべてを、DHCP リ
レー情報オプションの信頼できるソースとして設定しま
す。
• デフォルトでは、DHCP パケット内のゲートウェイ
アドレスがすべてゼロに設定され、リレー エージェ
ント情報オプションがすでにパケット内に存在する
場合、DHCP リレー エージェントはパケットを廃棄
します。この動作をオーバーライドしてパケットを
受け入れるようにするには、
ipdhcprelayinformationtrust-all コマンドを使用しま
す。
• このコマンドは、クライアントと、Option 82 を挿入
する場合があるリレー エージェントとの間にスイッ
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コマンドまたはアクション

目的
チがある場合に役立ちます。このコマンドを使用し
て、パケットがドロップされないようにします。
• ipdhcprelayinformationtrusted インターフェイス コ
ンフィギュレーション モード コマンドを使用して、
インターフェイスを個別にDHCPリレー情報オプショ
ンの信頼できるソースとして設定できます。

ステップ 7 end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Router(config)# end

ステップ 8 showipdhcprelayinformationtrusted-sources

（任意）DHCP リレー情報オプションの信頼できるソース
として設定されたインターフェイスをすべて表示します。

例：
Router# show ip dhcp relay information
trusted-sources

インターフェイスごとのリレー エージェント情報オプション サポー
トの設定
個別のインターフェイス ベースで DHCP リレー エージェント情報オプション（Option 82）のサ
ポートをイネーブルにするには、次の作業を実行します。
インターフェイス コンフィギュレーションにより、DHCP Option 82 要求が異なる、複数のイン
ターフェイス上の加入者へ、1 つの Cisco ルータから到達可能になります。

はじめる前に
グローバル コンフィギュレーションのリレー エージェント情報オプションを DHCP が処理する方
法の詳細については、「制約事項」および「リレー エージェント情報の再転送ポリシー」の項を
参照してください。
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• ipdhcprelayinformation コマンドが、グローバル コンフィギュレーション モードで設定さ

（注）

れているが、インターフェイス コンフィギュレーション モードでは設定されていない場
合、すべてのインターフェイスにグローバル コンフィギュレーションが適用されます。
• ipdhcprelayinformation コマンドがグローバル コンフィギュレーション モードとインター
フェイス コンフィギュレーション モードの両方で設定されている場合、インターフェイ
ス コンフィギュレーション コマンドがグローバル コンフィギュレーション コマンドよ
り優先されます。ただし、インターフェイスコンフィギュレーションがないインターフェ
イスにはグローバル コンフィギュレーションが適用されます。
• ipdhcprelayinformation コマンドが、グローバル コンフィギュレーション モードでは設定
されていないが、インターフェイス コンフィギュレーション モードでは設定されている
場合、適用される設定オプションのあるインターフェイスだけが影響を受けます。他の
すべてのインターフェイスはコンフィギュレーションの影響を受けません。
>

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. interfacetypenumber
4. ipdhcprelayinformationoption-insert[none]
5. ipdhcprelayinformationcheck-reply[none]
6. ipdhcprelayinformationpolicy-action{drop|keep|replace}
7. exit
8. 別のインターフェイス上でリレー エージェント情報設定を行うには、ステップ 3 から 7 までを
繰り返します。

手順の詳細

ステッ
プ1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Router> enable

ステッ
プ2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Router# configure terminal
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ステッ
プ3

コマンドまたはアクション

目的

interfacetypenumber

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。

例：
Router(config)# interface GigabitEthernet0/0/0

ステッ
プ4

ipdhcprelayinformationoption-insert[none]
例：
Router(config-if)# ip dhcp relay information
option-insert

DHCP サーバへの転送された BOOTREQUEST メッ
セージに、システムが DHCP リレー エージェント
情報オプション（Option 82 フィールド）を挿入でき
るようにします。
• 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。ただし、リレー エージェント
情報オプションのサポートが、グローバル コ
ンフィギュレーション モードで設定されてい
て、インターフェイス コンフィギュレーショ
ンモードでは設定されていない場合、インター
フェイスはグローバル コンフィギュレーショ
ンを継承します。
• ipdhcprelayinformationoption-insertnone イン
ターフェイス コンフィギュレーション コマン
ドが実行コンフィギュレーションに保存されま
す。このコマンドは、どのようなグローバル
リレーエージェント情報コンフィギュレーショ
ンよりも優先されます。

ステッ
プ5

ipdhcprelayinformationcheck-reply[none]
例：
Router(config-if)# ip dhcp relay information
check-reply

転送された BOOTREPLY メッセージ内のリレー情
報オプションを検証するよう、DHCP サーバを設定
します。
• デフォルトでは、DHCP は DHCP サーバから受
信した DHCP 応答パケット内の Option 82
フィールドが有効かをチェックします。無効な
メッセージを受信すると、リレー エージェン
トは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
Option 82 フィールドを削除し、パケットを転
送します。この機能が無効化されている場合、
ipdhcprelayinformationcheck-reply コマンドを
使用して再度有効化します。
• ipdhcprelayinformationcheck-replynone インター
フェイス コンフィギュレーション コマンド オ
プションが実行コンフィギュレーションに保存
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コマンドまたはアクション

目的
されます。このコマンドは、どのようなグロー
バルリレーエージェント情報コンフィギュレー
ションよりも優先されます。

ステッ
プ6

ipdhcprelayinformationpolicy-action{drop|keep|replace} DHCP リレー エージェントの情報再転送ポリシー
（メッセージにすでにリレー情報が含まれている場
例：
合のリレー エージェントによる処理方法）を設定し
ます。
Router(config-if)# ip dhcp relay information
policy-action replace

ステッ
プ7

インターフェイス コンフィギュレーション モード
を終了します。

exit
例：
Router(config-if)# exit

ステッ
プ8

別のインターフェイス上でリレー エージェント情報設 （任意）
定を行うには、ステップ 3 から 7 までを繰り返しま
す。

リレー エージェント情報オプションの加入者 ID サブオプションの設
定
インターネット サービス プロバイダー（ISP）がリレー エージェント情報オプションの加入者 ID
サブオプションに固有識別情報を追加できるようにするには、次の作業を実行します。
固有識別情報によって、ISP は加入者の識別、加入者への特定のアクションの割り当て（例：ホス
ト IP アドレス、サブネット マスク、ドメイン ネーム システム DNS の割り当て）、アカウンティ
ングのトリガーが行えます。
この機能の導入前は、加入者が移動する場合、各 ISP が変更について知らされている必要があり、
すべての ISP が影響を受けるカスタマーの DHCP 設定が同時に再設定される必要がありました。
サービスが変更されない場合でも、すべての移動が ISP 環境の管理の変更につながっていました。
この機能の導入により、加入者があるネットワークアクセスサーバから別のサーバへ移動する場
合でも、DHCP サーバや ISP の側のコンフィギュレーションに変更を加える必要がなくなります。

はじめる前に
各加入者に固有識別情報を設定する必要があります。
クライアントに接続されるインターフェイス上に、設定可能な新しい加入者 ID オプションが設定
される必要があります。サブスクライバがあるインターフェイスから別のインターフェイスへ移
動する場合、インターフェイス コンフィギュレーションも変更する必要があります。
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サーバは新しいサブオプションを認識できる必要があります。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. ipdhcprelayinformationoption
4. interfacetypenumber
5. ipdhcprelayinformationoptionsubscriber-idstring

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ipdhcprelayinformationoption
例：
Device(config)# ip dhcp relay information
option

DHCP サーバへの転送された BOOTREQUEST メッセー
ジに、システムが DHCP リレー エージェント情報オプ
ション（Option 82 フィールド）を挿入できるようにし
ます。
• 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。

ステップ 4

interfacetypenumber

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。

例：
Device(config)# interface atm4/0/0

ステップ 5

ipdhcprelayinformationoptionsubscriber-idstring DHCP リレー エージェントが加入者 ID サブオプション
をリレー情報オプションに追加するよう指定します。
例：
Device(config-if)# ip dhcp relay information
option subscriber-id newsubscriber123

• string 引数には、最大 50 文字の英数字を使用でき
ます。
（注）
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コマンドまたはアクション

目的
（注）

ipdhcprelayinformationoptionsubscriber-id コ
マンドは、後方互換性の確保のために、デフォ
ルトでは無効化されています。

MPLS VPN の DHCP リレー エージェント サポートの設定
MPLS VPN の DHCP リレー エージェント サポートを設定するには、次の作業を実行します。

はじめる前に
MPLS VPN の DHCP リレー サポートを設定する前に、標準の MPLS VPN を設定しておく必要が
あります。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. ipdhcprelayinformationoptionvpn
4. interfacetypenumber
5. iphelper-addressvrfname [global] address

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ipdhcprelayinformationoptionvpn
例：
Device(config)# ip dhcp relay
information option vpn

転送された DHCP サーバへの BOOTREQUEST メッセージ内の
DHCP リレー エージェント情報オプションに、システムが VPN
サブオプションを挿入できるようにし、DHCP サーバへの発信
インターフェイスをゲートウェイ アドレスに設定します。

IP アドレッシング：DHCP 構成ガイド
117

Cisco IOS XE DHCP リレー エージェントの設定
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ウェイ アドレス設定

コマンドまたはアクション

目的
• コマンドが設定されるときには、VPN サブオプションも
BOOTP ブロードキャスト パケットに付加されます。

ステップ 4

interfacetypenumber

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。

例：
Device(config)# interface
GigabitEthernet0/0/0

ステップ 5

iphelper-addressvrfname [global]
address
例：
Device(config-if)# ip
helper-address vrf blue
172.27.180.232

インターフェイスで受信した UDP ブロードキャスト（BOOTP
を含む）を転送します。
• DHCP サーバが別の VPN または VPN とは異なるグローバ
ル空間に存在する場合は、vrfname または global オプショ
ンを使用すると、VRF の名前または DHCP サーバが存在す
るグローバル空間を指定できます。

スマート リレー エージェント転送を使用したセカンダリ アドレスへ
の DHCP ブロードキャストのゲートウェイ アドレス設定
DHCP サーバに転送する UDP ブロードキャストを受信するインターフェイスではヘルパー アドレ
スの設定だけが必要になります。そのインターフェイスにセカンダリ アドレスがあり、DHCP 要
求の転送時にデバイスが各 IP ネットワークを通過するようにする場合は、ipdhcpsmart-relay コマ
ンドの設定だけが必要になります。スマートリレーエージェント転送を設定していない場合、す
べての要求はインターフェイスのプライマリ IP アドレスを使用して転送されます。
ipdhcpsmart-relay コマンドが設定されると、DHCP サーバからの DHCPOFFER メッセージがない
場合に、リレー エージェントはクライアントが DHCP サーバへの要求送信を再試行する回数を数
えます。3 回の再試行の後、リレー エージェントはセカンダリ アドレスをゲートウェイ アドレス
として設定します。さらに 3 回再試行しても DHCP サーバが応答しない場合、ゲートウェイ アド
レスとして、次のセカンダリ アドレスが使用されます。
この機能は、セカンダリ プールを使用するよう DHCP サーバを設定できない場合に役立ちます。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. ipdhcpsmart-relay
4. exit
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

Device(config)# ip dhcp smart-relay

DHCP サーバからの DHCPOFFER メッセージがない場合に、
DHCP リレー エージェントがゲートウェイ アドレス（DHCP
パケットの giaddr フィールド）をセカンダリ アドレスへス
イッチできるようにします。

exit

特権 EXEC モードに戻ります。

ipdhcpsmart-relay
例：

ステップ 4

例：
Device(config)# exit

リレー エージェント情報オプションのカプセル化サポートの設定
DHCP リレー エージェント情報オプション（Option 82）のカプセル化のサポートを有効化するに
は、次の作業を実行します。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. ipdhcprelayinformationoption
4. ipdhcprelayinformationoptionvpn
5. ipdhcprelayinformationpolicyencapsulate
6. interfacetypenumber
7. ipdhcprelayinformationpolicy-actionencapsulate
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手順の詳細
コマンドまたはアクション
ステップ 1 enable
例：

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

Router> enable

ステップ 2 configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3 ipdhcprelayinformationoption
例：
Router(config)# ip dhcp relay information
option

ステップ 4 ipdhcprelayinformationoptionvpn
例：
Router(config)# ip dhcp relay information
option vpn

DHCP サーバへの転送された BOOTREQUEST メッセージ
に、システムが DHCP リレー エージェント情報オプション
（Option 82 フィールド）を挿入できるようにします。
• 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。
（任意）転送された DHCP サーバへの BOOTREQUEST メッ
セージ内の DHCP リレー エージェント情報オプションに、
システムが VPN サブオプションを挿入できるようにし、
DHCP サーバへの発信インターフェイスをゲートウェイ ア
ドレスに設定します。
• コマンドが設定されるときには、VPN サブオプション
も BOOTP ブロードキャスト パケットに付加されま
す。

ステップ 5 ipdhcprelayinformationpolicyencapsulate
例：
Router(config)# ip dhcp relay information
policy encapsulate

DHCP サーバに転送された BOOTREQUEST メッセージ内
にある、前のリレー エージェントから受信した DHCP リ
レー エージェント情報オプション（Option 82 フィールド）
のカプセル化をイネーブルにします。
• 2 つのリレー エージェントからの Option 82 情報は、
両方とも DHCP サーバに転送されることになります。

ステップ 6 interfacetypenumber
例：
Router(config)# interface FastEthernet0/0
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（任意）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。
• グローバル コンフィギュレーション モードで ip dhcp
relay information コマンドを設定する場合は、特定の
インターフェイスに異なる構成を適用するのでない限
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DHCP リレー エージェントのトラブルシューティング

コマンドまたはアクション

目的
り、そのコマンドをインターフェイス コンフィギュ
レーション モードで設定する必要はありません。

ステップ 7 ipdhcprelayinformationpolicy-actionencapsulate （任意）インターフェイス上の DHCP サーバに転送された
BOOTREQUEST メッセージ内にある、インターフェイス上
例：
で前のリレー エージェントから受信した DHCP リレー エー
Router(config-if)# ip dhcp relay information ジェント情報オプション（Option 82 フィールド）のカプセ
policy-action encapsulate
ル化をイネーブルにします。
• 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。このコマンドは、すべてのグローバル コンフィ
ギュレーションより優先されます。ただし、リレー
エージェント情報オプションカプセル化のサポートが
グローバル コンフィギュレーション モードで設定さ
れ、インターフェイス コンフィギュレーション モー
ドでは設定されない場合、インターフェイスはグロー
バル コンフィギュレーションを継承します。

DHCP リレー エージェントのトラブルシューティング
DHCP リレー エージェントのトラブルシューティングを行うには、次の作業を実行します。
DHCP リレー エージェントでアンナンバード インターフェイスからクライアントへルートを追加
している場合、showiproutedhcp コマンドが問題点を明らかにするために役立ちます。DHCP サー
バとリレーエージェントによってルーティングテーブルに追加されたルートすべてが表示されま
す。

手順の概要
1. enable
2. showiproutedhcp
3. showiproutedhcpip-address
4. showiproutevrfvrf-namedhcp
5. cleariproute [vrfvrf-name] dhcp [ip-address]
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

showiproutedhcp

DHCPサーバとリレーエージェントによって追加されたルー
トをすべて表示します。

例：
Device# show ip route dhcp

ステップ 3

showiproutedhcpip-address

IP アドレスに関連付けられた DHCP サーバとリレー エー
ジェントによって追加されたルートをすべて表示します。

例：
Device# show ip route dhcp 172.16.1.3

ステップ 4

showiproutevrfvrf-namedhcp

名前付き VRF に関連付けられた DHCP サーバとリレー エー
ジェントによって追加されたルートをすべて表示します。

例：
Device# show ip route vrf red dhcp

ステップ 5

cleariproute [vrfvrf-name] dhcp
[ip-address]

アンナンバード インターフェイス上の DHCP クライアント
に対して DHCP サーバやリレー エージェントによって追加
されたルートをルーティング テーブルから削除します。

例：
Device# clear ip route dhcp

DHCP リレー エージェントの設定例
DHCP リレー エージェントとリレー エージェント情報オプションのサ
ポートの設定例
次の例に、DHCP サーバ、リレー エージェント、および DHCP リレー情報オプション（Option
82）の挿入と削除をイネーブルにする方法を示します。Cisco IOS XE DHCP サーバはデフォルト
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設定例

で有効化されている点に注意してください。この例では、DHCP サーバがディセーブルにされて
います。
!reenables the DHCP server
service dhcp
ip dhcp relay information option
!
interface GigabitEthernet 0/0/0
ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
ip helper-address 10.55.11.3

インターフェイスごとの DHCP リレー エージェントとリレー エージェ
ント情報オプションのサポートの設定例
次の例では、同じ集約ルータのサービスを受ける加入者で、非同期転送モード（ATM）の加入者
とギガビットイーサネットのデジタル加入者では、リレーエージェント情報オプションで異なる
処理を行う必要があることを示します。ATM 加入者の場合、リレー エージェント情報オプショ
ンは、クライアントへの転送前にリレー エージェントによってパケットから削除されるよう設定
されます。ギガビットイーサネット加入者の場合、接続されたデバイスからリレーエージェント
情報オプションが提供され、情報をパケットに残したままクライアントへ転送するよう設定され
ます。
ip dhcp relay information trust-all
interface Loopback0
ip address 10.16.0.1 255.255.255.0
!
interface ATM 3/0/0
no ip address
!
interface ATM 3/0/0
ip helper-address 10.16.1.2
ip unnumbered loopback0
ip dhcp relay information option-insert
!
interface Loopback1
ip address 10.18.0.1 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/0/0
no ip address
!
interface GigabitEthernet 0/0/1
encap dot1q 123
ip unnumbered loopback1
ip helper-address 10.18.1.2
ip dhcp relay information policy-action keep

加入者 ID サブオプションの設定例
次の例は、リレー エージェント情報オプションの加入者 ID サブオプションに固有識別情報を付
加する方法を示しています。
ip dhcp relay information option
!
interface Loopback0
ip address 10.1.1.129 255.255.255.192
!
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interface ATM 4/0/0
no ip address
!
interface ATM 4/0/1 point-to-point
ip helper-address 10.16.1.2
ip unnumbered Loopback0
ip dhcp relay information option subscriber-id newperson123
atm route-bridged ip
pvc 88/800
encapsulation aal5snap

MPLS VPN の DHCP リレー エージェント サポートの設定例
次の例では、DHCP リレー エージェントはギガビット イーサネット インターフェイス 0/0/0 で
DHCP 要求を受信し、red という VRF に関連付けられた IP ヘルパー アドレス 10.44.23.7 にある
DHCP サーバに要求を送信します。
ip dhcp relay information option vpn
!
interface GigabitEthernet 0/0/0
ip helper-address vrf red 10.44.23.7
!

DHCP スマート リレー エージェント転送の設定例
次の例では、ルータはギガビット イーサネット インターフェイス 0/0 で受信した DHCP ブロード
キャストを DHCP サーバ（10.55.11.3）に転送し、DHCP パケットの giaddr フィールドに
192.168.100.1 を挿入します。DHCP サーバ上でネットワーク 192.168.100.0/24 にスコープやプール
が設定されている場合、応答します。されていない場合、応答しません。
ip dhcp smart-relay グローバル コンフィギュレーション コマンドが設定されているため、ルータ
は giaddr フィールドに 192.168.100.1 を使用して 3 つの要求を送信し、応答がない場合は giaddr
フィールドを 172.16.31.254 に変えて継続します。スマート リレー機能を使用しない場合、ルート
は 192.168.100.1 だけを giaddr フィールドとして使用します。
ip dhcp smart-relay
!
interface GigabitEthernet0/0/0
ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
ip address 172.16.31.254 255.255.255.0
ip helper-address 10.55.11.3
!

その他の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

Cisco IOS コマンド

『Cisco IOS Master Commands List, All Releases』
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その他の参考資料

関連項目

マニュアル タイトル

DHCP コマンド：コマンド構文の詳細、コマン 『Cisco IOS IP Addressing Services Command
ド モード、コマンド履歴、デフォルト、使用上 Reference』
の注意事項、および例
DHCP の概念情報

「DHCP の概要」モジュール

DHCP サーバ設定

「Cisco IOS XE DHCP サーバの設定」モジュー
ル

DHCP クライアント設定

「Cisco IOS XE DHCP クライアントの設定」モ
ジュール

DHCP サーバ オンデマンド アドレス プール マ 「DHCP サーバ オンデマンド アドレス プール
ネージャの設定
マネージャの設定」モジュール
DHCP 拡張機能

「アカウンティングおよびセキュリティ対応の
DHCP サービスの設定」モジュール

標準
標準

タイトル

この機能がサポートする新しい規格または変更 -された規格はありません。

MIB
MIB

MIB のリンク

新しい MIB または変更された MIB はサポート 選択したプラットフォーム、Cisco ソフトウェ
されていません。また、既存の MIB に対する ア リリース、およびフィーチャ セットの MIB
サポートに変更はありません。
を検索してダウンロードする場合は、次の URL
にある Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs

RFC
RFC

タイトル

RFC 951

『Bootstrap Protocol (BOOTP)』
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RFC

タイトル

RFC 1542

『Clarifications and Extensions for Bootstrap
Protocol』

RFC 2131

『Dynamic Host Configuration Protocol』

RFC 2685

『Virtual Private Networks Identifier』

RFC 3046

『DHCP Relay Information Option』

シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

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

Cisco IOS XE DHCP リレー エージェントの機能情報
次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト
ウェア リリース トレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェア リリースだけを
示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェア リリースでも
サポートされます。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
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表 6：Cisco IOS XE DHCP リレー エージェントの機能情報

機能名

リリース

機能の設定情報

インターフェイスごとの DHCP Cisco IOS XE Release 2.1
リレー Option 82 のサポート
Cisco IOS XE Release 3.9S

この機能により、インターフェ
イスごとの DHCP リレー エー
ジェント情報オプション
（Option 82）のサポートが可能
になります。インターフェイス
コンフィギュレーションによ
り、異なる DHCP Option 82 要
求を持つ、異なる DHCP サーバ
に、1 台の Cisco ルータから到
達できるようになりました。
この機能により、次のコマンド
が導入されました。
ipdhcprelayinformationcheck-reply、
ipdhcprelayinformationoption-insert、
ipdhcprelayinformationpolicy-action。

Option 82 の DHCP 加入者 ID サ Cisco IOS XE Release 2.1
ブオプション

この機能によって、ISP はリ
レーエージェント情報オプショ
ンの加入者 ID サブオプション
に固有識別情報を付加できるよ
うになりました。
この機能により、次のコマンド
が導入されました。
ipdhcprelayinformationoptionsubscriber-id。

DHCP リレー MPLS VPN サポー Cisco IOS XE Release 2.1
ト
Cisco IOS XE Release 3.9S

MPLS VPN の DHCP リレー サ
ポートにより、ネットワーク管
理者はアドレスの重複を許可す
ることでアドレス空間を節約で
きるようになります。リレー
エージェントは、異なる VPN
上の複数のクライアントをサ
ポートできます。また、異なる
VPN の多数のクライアントで
同じ IP アドレスを共有できま
す。
この機能により、次のコマンド
が変更されました。
ipdhcprelayinformationoption、
iphelperaddress。
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用語集

機能名

リリース

機能の設定情報

unnumbered インターフェイス Cisco IOS XE Release 2.1
用の DHCP リレー エージェン Cisco IOS XE Release 3.9S
トのサポート

Cisco IOS XE DHCP リレー エー
ジェントは、アンナンバード
インターフェイスの使用をサ
ポートしています。

DHCP リレー Option 82 のカプ Cisco IOS XE Release 3.1S
セル化

この機能を使用すると、2 番目
の DHCP エージェントが、前の
リレー エージェントからのリ
レーエージェント情報オプショ
ン（Option 82）をカプセル化
し、自身の Option 82 を追加し
て、パケットを DHCP サーバへ
転送することが可能です。
DHCP サーバは、2 番目のリ
レー エージェントからの VPN
情報と 1 番目のリレー エージェ
ントからの Option 82 情報とを
使用することにより、VRF、
Option 60、カプセル化された
Option 82 に基づいて、正しい
アドレス割り当てや他の設定パ
ラメータをクライアント デバ
イスに送信できます。
この機能により、次のコマンド
が追加または変更されました。
ipdhcprelayinformationpolicy、
ipdhcprelayinformationpolicy-action。

用語集
クライアント：DHCP プロトコルまたは BOOTP プロトコルを使用して、インターフェイスの設定
（IP アドレスの取得）を試行しているホスト。
DHCP：Dynamic Host Configuration Protocol。
giaddr：ゲートウェイ IP アドレス。DHCP メッセージの giaddr フィールドは、クライアントが属
する IP アドレス サブネットの情報を DHCP サーバに提供します。また、応答メッセージの送信
先の IP アドレスも DHCP サーバに提供します。
MPLS：マルチプロトコル ラベル スイッチング。タグ スイッチングの基礎となる新しい業界標準
です。
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Cisco IOS XE DHCP リレー エージェントの設定
用語集

リレー エージェント：異なるサブネット上のサーバとクライアントの間で DHCP メッセージおよ
び BOOTP メッセージを転送するデバイス。
サーバ：DHCP サーバまたは BOOTP サーバ。
VPN：バーチャル プライベート ネットワーク。トンネリングを使用してパブリック TCP/IP ネッ
トワーク経由で IP トラフィックをセキュアに転送できるようにします。
VRF：VPN ルーティングおよび転送インスタンス。VRF は、IP ルーティング テーブル、取得さ
れたルーティング テーブル、そのルーティング テーブルを使用する一連のインターフェイス、
ルーティングテーブルに登録されるものを決定する一連のルールおよびルーティングプロトコル
で構成されています。一般に、VRF には、PE デバイスに付加される顧客 VPN サイトが定義され
たルーティング情報が格納されています。PE デバイスでインスタンス化された各 VPN は独自の
VRF を持ちます。
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Cisco IOS XE DHCP リレー エージェントの設定
用語集
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章

Option 82 の DHCP リレー サーバ ID オーバラ
イドおよびリンク選択サブオプション
Option 82 の DHCP リレー サーバ ID オーバライドおよびリンク選択サブオプション機能により、
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（Option 82）の 2 つのサブオプショ
ンの使用をサポートすることで、すべての Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）メッセー
ジ交換に参加できるようになります。この設計では、クライアントとサーバの間での直接通信が
不可能または望まれないネットワークで、DHCPv4 の運用が可能になります。これら 2 つの同時
に使用されるサブオプションは、DHCP 通信の詳細な制御を可能にするために、すべての DHCP
トラフィック フローがリレー エージェントを経由することが望ましいアーキテクチャの導入を
可能にします。
さらに、この機能により、DHCP サーバに中継されるメッセージの送信元 IP アドレスとして使
用するように、リレー エージェントのインターフェイスを手動で設定する機能も導入されます。
この設定では、ネットワーク管理者が安定したハードウェアに依存しない IP アドレス（ループ
バック インターフェイスなど）を指定できます。
• 機能情報の確認, 132 ページ
• Option 82 の DHCP リレー サーバ ID オーバライドおよびリンク選択サブオプションの制約事
項, 132 ページ
• Option 82 の DHCP リレー サーバ ID オーバライドおよびリンク選択サブオプションについ
て, 132 ページ
• DHCP リレー サーバ ID オーバライドおよびリンク選択サブオプションのサポートを設定す
る方法, 135 ページ
• Option 82 の DHCP リレー サーバ ID オーバライドおよびリンク選択サブオプションの設定
例, 137 ページ
• Option 82 の DHCP リレー サーバ ID オーバライドおよびリンク選択サブオプションに関する
追加情報, 138 ページ
• Option 82 の DHCP リレー サーバ ID オーバライドおよびリンク選択サブオプションの機能情
報, 139 ページ
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Option 82 の DHCP リレー サーバ ID オーバライドおよびリンク選択サブオプション
機能情報の確認

• 用語集, 140 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、Bug Search Tool およびご使用の
プラットフォームおよびソフトウェア リリースのリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールで説明される機能に関する情報、および各機能がサポートされるリリースの一覧につい
ては、機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

Option 82 の DHCP リレー サーバ ID オーバライドおよびリ
ンク選択サブオプションの制約事項
Option 82 の DHCP リレー サーバ ID オーバライドおよびリンク選択サブオプション機能と、DHCP
リレー MPLS VPN サポート機能の両方が設定されている場合は、DHCP リレー MPLS VPN サポー
ト機能が優先されます。

Option 82 の DHCP リレー サーバ ID オーバライドおよびリ
ンク選択サブオプションについて
サーバ ID オーバーライド サブオプション
サーバ識別子（ID）オーバーライド サブオプションを使用すると、DHCP リレー エージェントは
サーバ ID オプションに新しい値を指定できるようになります。これは、Dynamic Host Configuration
Protocol（DHCP）サーバによって応答パケットに挿入されます。このサブオプションによって、
DHCP リレー エージェントは実際の DHCP サーバとして機能できるようになり、更新要求は DHCP
サーバに直接送られるのではなくリレー エージェントに送られるようになります。サーバ ID オー
バーライド サブオプションには、着信インターフェイスの IP アドレスが含まれています。これ
は、クライアントからアクセス可能なリレー エージェント上の IP アドレスです。DHCP クライア
ントは、この情報を使用して、すべての更新要求およびリリース要求のパケットをリレー エー
ジェントに送信します。リレー エージェントは、適切なサブオプションをすべて付加した後、更
新要求およびリリース要求のパケットを本来の DHCP サーバに転送します。
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Option 82 の DHCP リレー サーバ ID オーバライドおよびリンク選択サブオプション
リンク選択サブオプション

リンク選択サブオプション
リンク選択サブオプションは、DHCP クライアントが存在するサブネット/リンクを、リレー エー
ジェントとの通信に DHCP サーバが使用するゲートウェイ アドレス（giaddr）から分離するため
のメカニズムを提供します。リレー エージェントは、このサブオプションを正しいサブスクライ
バ サブネットに設定し、DHCP サーバはこの値を使用して giaddr 値ではなく IP アドレスを割り当
てます。リレー エージェントは、giaddr を自身の IP アドレスに設定することで、DHCP メッセー
ジがネットワーク上でルーティングできるようにします。

Option 82 の DHCP リレー サーバ ID オーバライドおよびリンク選択サブ
オプションの機能設計
Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）IPv4 導入モデルは、DHCP クライアントと DHCP サー
バの間に単一のルーティング ドメインを想定しています。一部のネットワーク設計では、DHCP
サーバは DHCP クライアントと直接通信できません。この設計は、重要なインフラストラクチャ
のサーバにアクセスできないようにして、クライアントの攻撃から DHCP サーバを保護するため
に選択されることがあります。
リレー エージェントは、同一の物理サブネット上にないクライアントとサーバ間で要求および応
答を転送するために使用されます。どのような場合でも、DHCP リレー エージェントは、DHCP
サーバと DHCP クライアントの両方と直接通信できることが必要です。DHCP リレー エージェン
トは、クライアントが発信した DHCP パケットを DHCP サーバに転送する際に、リレー エージェ
ント情報オプション（Option 82）を使用して、自身についての追加情報を含めることが可能です。
Option 82 の DHCP リレー サーバ ID オーバライドおよびリンク選択サブオプション機能により、
リレー エージェントは、Option 82 の 2 つのサブオプション（サーバ ID オーバライドとリンク選
択）の使用をサポートすることで、すべての DHCP メッセージ交換に参加できるようになります。
この設計により、すべての DHCP メッセージはリレー エージェントを通過するようになり、DHCP
通信の詳細な制御が可能になります。
リレー エージェントを経由する DHCP サーバからの通信には、1 つの問題が発生する可能性があ
ります。サーバがクライアントに到達する必要がある場合は、クライアントもリレー エージェン
トを経由する必要があります。リレー エージェントの IP アドレスは理想的ではない可能性があり
ます。たとえば、ネットワークの番号が変更された場合や、リレー エージェントのインターフェ
イスが何らかの理由でダウンした場合、サーバはクライアントに到達できなくなることがありま
す。この機能には、DHCP サーバに中継されるメッセージの送信元 IP アドレスとして使用するよ
うに、リレー エージェントのインターフェイスを手動で設定する機能が導入されています。この
設定では、ネットワーク管理者が安定したハードウェアに依存しない IP アドレス（ループバック
インターフェイスなど）を指定できます。
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Option 82 の DHCP リレー サーバ ID オーバライドおよびリンク選択サブオプション
Option 82 の DHCP リレー サーバ ID オーバライドおよびリンク選択サブオプションの機能設計

次の図と、それに続く番号付きのリストは、この機能が設定されているときに DHCP リレー エー
ジェントと DHCP サーバで実施される処理を示しています。
図 8：Option 82 サブオプションの DHCP リレー エージェントと DHCP サーバによる処理

1 DHCP クライアントは DHCP 要求を生成し、ネットワーク上でブロードキャストします。
2 DHCP リレー エージェントは、ブロードキャスト DHCP 要求パケットをインターセプトして、
その DHCP パケットのリレー エージェント情報オプションにサーバ ID オーバーライド サブオ
プションとリンク選択サブオプションを挿入します。サーバ ID オーバーライドとリンク選択
のサブオプションには、クライアント（この例では 10.1.1.1）からアクセス可能なリレー エー
ジェント上の IP アドレスである、着信インターフェイス IP アドレスが含まれています。
3 リレー エージェントは、ゲートウェイ IP アドレス（giaddr）を DHCP サーバから到達可能な
インターフェイスのアドレスに設定します（通常はメッセージの送信に使用されるサーバ向け
インターフェイス。この例の場合は 10.3.1.2）。
4 送信元インターフェイスがループバック インターフェイスで明示的に（ip dhcp-relay
source-interface コマンドを使用して）設定されている場合、リレー エージェントは、そのア
ドレスを DHCP サーバ（この例では 10.2.1.1）に中継するメッセージの送信元 IP アドレス
（giaddr）として使用します。
DHCP サーバは、リレー エージェントから転送されたパケットを受信すると、次の処理を実施し
ます。
1 DHCP サーバは、リンク選択サブオプションを使用して、DHCP クライアントの適切なアドレ
ス プールを見つけます。
2 DHCP サーバは、DHCP パケットのサーバ ID オーバライド サブオプションで指定された値に
サーバ ID オプションを設定します。
3 DHCP サーバは、giaddr で指定された IP アドレスに応答メッセージを送信します。
DHCP クライアントは、リレー エージェントのアドレスをサーバ ID として認識し、RENEW メッ
セージをユニキャストするときには、そのアドレスを使用します。
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Option 82 の DHCP リレー サーバ ID オーバライドおよびリンク選択サブオプション
DHCP リレー サーバ ID オーバライドおよびリンク選択サブオプションのサポートを設定する方法

DHCP リレー サーバ ID オーバライドおよびリンク選択サ
ブオプションのサポートを設定する方法
DHCP リレー サーバ ID オーバライドおよびリンク選択サブオプション
を Option 82 に挿入するための DHCP リレー エージェントの設定
（注）

Option 82 の DHCP リレー サーバ ID オーバライドおよびリンク選択サブオプション機能と、
DHCP リレー MPLS VPN サポート機能の両方が設定されている場合は、DHCP リレー MPLS
VPN サポート機能が優先されます。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. ipdhcp-relayinformationoptionserver-override
4. ipdhcp-relaysource-interfacetypenumber
5. interfacetypenumber
6. ipdhcprelayinformationoptionserver-id-override
7. ipdhcprelaysource-interfacetypenumber
8. end

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Device# configure terminal
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Option 82 の DHCP リレー サーバ ID オーバライドおよびリンク選択サブオプション
DHCP リレー サーバ ID オーバライドおよびリンク選択サブオプションを Option 82 に挿入するための DHCP
リレー エージェントの設定

コマンドまたはアクション
ステップ 3

目的

ipdhcp-relayinformationoptionserver-override Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）サーバに転
送された BOOTREQUEST メッセージの DHCP リレー エー
例：
ジェント情報オプションに、サーバ ID オーバーライドと
Device(config)# ip dhcp-relay information リンク選択のサブオプションをシステムがグローバルに
option server-override
挿入できるようにします。
• ipdhcprelayinformationoptionserver-id-override コマ
ンドがインターフェイスに設定されると、そのイン
ターフェイスだけでグローバル コンフィギュレー
ションが上書きされます。

ステップ 4

ipdhcp-relaysource-interfacetypenumber
例：
Device(config)# ip dhcp-relay
source-interface loopback 0

（任意）中継されたメッセージの送信元 IP アドレスとし
て使用するように、リレー エージェントの送信元イン
ターフェイスをグローバルに設定します。
• このコマンドにより、ネットワーク管理者は安定し
た、ハードウェアに依存しない IP アドレス（ループ
バック インターフェイスなど）を指定できます。
• ipdhcprelaysource-interface コマンドがインターフェ
イスに設定されると、そのインターフェイスだけで
グローバル コンフィギュレーションが上書きされま
す。

ステップ 5

interfacetypenumber

（任意）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。

例：
Device(config)# interface GigabitEthernet
0/0/0

ステップ 6

ipdhcprelayinformationoptionserver-id-override （任意）DHCP サーバに転送される BOOTREQUEST メッ
セージの DHCP リレー エージェント情報オプションに、
例：
サーバ ID オーバーライドとリンク選択のサブオプション
Device(config-if)# ip dhcp relay information をシステムが特定のインターフェイスで挿入できるよう
option server-id-override
にします。

ステップ 7

ipdhcprelaysource-interfacetypenumber
例：
Device(config-if)# ip dhcp relay
source-interface loopback 2
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（任意）中継されたメッセージの送信元 IP アドレスとし
て使用するように、リレー エージェントの送信元イン
ターフェイスを設定します。

Option 82 の DHCP リレー サーバ ID オーバライドおよびリンク選択サブオプション
Option 82 の DHCP リレー サーバ ID オーバライドおよびリンク選択サブオプションの設定例

ステップ 8

コマンドまたはアクション

目的

end

インターフェイス コンフィギュレーション モードを終了
し、特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-if)# end

Option 82 の DHCP リレー サーバ ID オーバライドおよびリ
ンク選択サブオプションの設定例
例：Option 82 の DHCP リレー サーバ ID オーバライドおよびリンク選択
サブオプション
次の例では、ループバック インターフェイスの IP アドレスが、中継されたメッセージの送信元
IP アドレスとして使用されます。クライアントは、GigabitEthernet インターフェイス 0/0/0 から IP
アドレスのネゴシエーションを開始します。Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）リレー
エージェントは、DHCP パケットのリレー エージェント情報オプションにサーバ ID オーバーラ
イド サブオプションとリンク選択サブオプションを挿入するように、グローバルに設定されま
す。リレー エージェントは、サーバ ID オーバーライド サブオプションを使用して、その値を
DHCP メッセージのサーバ ID として DHCP サーバが使用するように強制します。DHCP サーバ
は、リンク選択サブオプションを使用して、どのサブネットから IP アドレスを割り当てるかを決
定します。
DHCP Client
interface GigabitEthernet 0/0/0
ip address dhcp

DHCP リレー エージェント
ip dhcp-relay information option server-override
ip dhcp-relay source-interface loopback 0
!
interface Loopback0
ip address 10.2.1.1 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet 0/0/0
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
ip helper-address 10.3.1.1
!
interface GigabitEthernet 1/0/0
ip address 10.3.1.2 255.255.255.0
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Option 82 の DHCP リレー サーバ ID オーバライドおよびリンク選択サブオプション
Option 82 の DHCP リレー サーバ ID オーバライドおよびリンク選択サブオプションに関する追加情報

DHCP サーバ
ip dhcp excluded-address 10.3.0.1
ip dhcp pool pool1
network 10.1.1.0 255.255.255.0
lease 0 0 1
!
interface GigabitEthernet 0/0/0
ip address 10.3.1.1 255.255.255.0

Option 82 の DHCP リレー サーバ ID オーバライドおよびリ
ンク選択サブオプションに関する追加情報
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

Cisco IOS コマンド

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』

IP アドレッシング コマンド

『Cisco IOS IP Addressing Services Command
Reference』

DHCP の概念情報

『DHCP の概要』

DHCP サーバの構成作業、例、および概念情報 『Configuring the Cisco IOS DHCP Server』
DHCP リレー エージェントの設定作業、例、お 『Configuring the Cisco IOS DHCP Relay Agent』
よび概念情報

標準および RFC
標準/RFC

Title

RFC 3527

『Link Selection Suboption』

RFC 5107

『DHCP Server Identifier Override Suboption』
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Option 82 の DHCP リレー サーバ ID オーバライドおよびリンク選択サブオプション
Option 82 の DHCP リレー サーバ ID オーバライドおよびリンク選択サブオプションの機能情報

シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

右の URL にアクセスして、シスコのテクニカ http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
ル サポートを最大限に活用してください。これ
らのリソースは、ソフトウェアをインストール
して設定したり、シスコの製品やテクノロジー
に関する技術的問題を解決したりするために使
用してください。この Web サイト上のツール
にアクセスする際は、Cisco.com のログイン ID
およびパスワードが必要です。

Option 82 の DHCP リレー サーバ ID オーバライドおよびリ
ンク選択サブオプションの機能情報
次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト
ウェア リリース トレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェア リリースだけを
示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェア リリースでも
サポートされます。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
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表 7：Option 82 の DHCP リレー サーバ ID オーバライドおよびリンク選択サブオプションの機能情報

機能名

リリース

Option 82 の DHCP リレー サー
バ ID オーバライドおよびリン
ク選択サブオプション

機能の設定情報
Option 82 の DHCP リレー サー
バ ID オーバライドおよびリン
ク選択サブオプション機能によ
り、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（Option 82）の 2 つのサ
ブオプションの使用をサポート
することで、すべての Dynamic
Host Configuration Protocol
（DHCP）メッセージ交換に参
加できるようになります。この
設計では、クライアントとサー
バの間での直接通信が不可能ま
たは望まれないネットワーク
で、DHCPv4 の運用が可能にな
ります。これら 2 つの同時に使
用されるサブオプションは、
DHCP 通信の詳細な制御を可能
にするために、すべての DHCP
トラフィック フローがリレー
エージェントを経由することが
望ましいアーキテクチャの導入
を可能にします。
次のコマンドが導入または変更
されました。ip dhcp relay
information option
server-id-override、ip dhcp
relay source-interface、ip
dhcp-relay information option
server-override、ip dhcp-relay
source-interface。

用語集
クライアント：DHCP プロトコルまたは BOOTP プロトコルを使用して、インターフェイスの設定
（IP アドレスの取得）を試行しているホスト。
DHCP：Dynamic Host Configuration Protocol。
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DHCP のオプションとサブオプション：設定パラメータと他の制御情報は、DHCP メッセージの
オプション フィールドに保存されているタグ付きデータ項目で伝送されます。オプションによ
り、追加情報の付加方法が提供されます。プロトコルに設計されていないクライアントに追加情
報を提供するベンダーはこのオプションを使用できます。
giaddr：DHCP パケットのゲートウェイ IP アドレス フィールド。giaddr は DHCP サーバにクライ
アントが存在するサブネットの IP アドレスに関する情報を提供します。また、応答メッセージを
送信できる IP アドレスも DHCP サーバに提供します。
リレー エージェント：異なるサブネット上のサーバとクライアントの間で DHCP メッセージおよ
び BOOTP メッセージを転送するルータ。
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章

DHCP サーバ RADIUS プロキシ
Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）サーバ RADIUS プロキシは、RADIUS ベースのアド
レス割り当てメカニズムです。このメカニズムでは、RADIUSサーバからの応答に基づいてDHCP
サーバがリモート クライアントを承認してアドレスを割り当てます。
• 機能情報の確認, 143 ページ
• DHCP サーバ RADIUS プロキシの前提条件, 144 ページ
• DHCP サーバ RADIUS プロキシの制約事項, 144 ページ
• DHCP サーバ RADIUS プロキシについて, 144 ページ
• DHCP サーバ RADIUS プロキシの設定方法, 148 ページ
• DHCP サーバ RADIUS プロキシの設定例, 156 ページ
• その他の参考資料, 157 ページ
• シスコのテクニカル サポート, 158 ページ
• DHCP サーバ RADIUS プロキシの機能情報, 158 ページ
• 用語集, 159 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、Bug Search Tool およびご使用の
プラットフォームおよびソフトウェア リリースのリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールで説明される機能に関する情報、および各機能がサポートされるリリースの一覧につい
ては、機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
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DHCP サーバ RADIUS プロキシの前提条件
DHCP サーバ RADIUS プロキシの設定前に、DHCPv4 以降のバージョンを実行している必要があ
ります。リリースおよびプラットフォーム サポートの詳細については、「DHCP サーバ RADIUS
プロキシの機能情報」を参照してください。

DHCP サーバ RADIUS プロキシの制約事項
DHCP サーバ RADIUS プロキシは、ルータ上の 1 つのアドレス許可プールのみをサポートします。

DHCP サーバ RADIUS プロキシについて
DHCP サーバ RADIUS プロキシの概要
DHCP サーバ RADIUS プロキシ機能は、DHCP リースの RADIUS ベース認証のアドレス割り当て
メカニズムです。この機能は、DHCP Option 60 および 121 をサポートします。
1 DHCP サーバは、クライアント情報を RADIUS サーバに渡します。
2 RADIUS サーバは、すべての必要な情報を RADIUS 属性として DHCP サーバに返します。
3 DHCP サーバは、RADIUS 属性を DHCP オプションに変換して、この情報を DHCP OFFER メッ
セージで RADIUS に送り返します。
4 DHCP バインディングは RADIUS サーバがクライアント セッションを許可した後で同期され
ます。
ローカル プールおよび許可プールがルータ上に設定されている場合、DHCP サーバは両方のプー
ルから別々のクライアント インターフェイスにアドレスを割り当てられます。

DHCP サーバ RADIUS プロキシ アーキテクチャ
DHCP および RADIUS ソリューションのアドレスの割り当ては、次のように実施されます。
1 クライアントは、レジデンシャル ゲートウェイからネットワークにアクセスして DHCP
DISCOVERブロードキャストメッセージをリレーエージェントに送信します。DHCPDISCOVER
メッセージには、クライアント IP アドレス、ホスト名、ベンダー クラス ID、およびクライア
ント ID が含まれます。
2 リレー エージェントは、次の情報を含む DHCP DISCOVER ユニキャスト メッセージをルータ
に送信します。
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• 内側および外側の VLAN ID を含むリモート ID サブオプションを伴うリレー エージェン
ト情報（Option 82）
• DHCP DISCOVER パケット内のクライアント情報
ルータは、DHCP パケットを受信するインターフェイスの IP ヘルパー アドレスから DHCP サー
バのアドレスを決定します。
1 RADIUS は、DHCP オプションを RADIUS 属性に変換するための Access-Request メッセージを
受信します。
2 RADIUS は、Access-Accept メッセージで応答し、次の属性を DHCP サーバに配信します。
• Framed-IP-Address
• Framed-IP-Netmask
• Session-Timeout
• Session-Duration
3 DHCP サーバは、RADIUS サーバ Access-Accept メッセージからの次の変換を含む OFFER ユニ
キャスト メッセージをクライアントに送信します。
• DHCP ヘッダーに挿入された Framed-IP-Address。
• DHCP Option 1（サブネット マスク）に挿入された Framed-IP-Netmask。
• DHCP Option 51（IP アドレス リース時間）に挿入された Session-Timeout。
• 標準の Cisco Framed-Route 形式から DHCP Option 121 または DHCP デフォルト ゲートウェ
イ オプション（ネットワークおよびネットマスクがデフォルト ルートに対して適切な場
合）に変換された Framed-Route。
• リレー エージェント情報（Option 82）のコピー。DHCP クライアントがパケットを受信
する前に、リレーは Option 82 を削除します。
• Session-Timeout に設定された T1 時間および Session-Duration に設定された T2 時間。
4 クライアントは、DHCP REQUEST ブロードキャスト メッセージで、提示された IP アドレス
の正式な要求を DHCP サーバに戻します。
5 DHCP は、リース情報および DHCP オプションを含む DHCP ACK ユニキャスト メッセージを
クライアントに送り返すことで、IP アドレスがクライアントに割り当てられたことを確認しま
す。
6 RADIUS サーバ アカウンティング要求が開始され、その後に AAA サブシステムが使用する
RADIUS サーバ アカウンティング応答が続きます。
RADIUS サーバ属性が Access-Accept メッセージ内にない場合、対応する DHCP オプションは
DHCP クライアントに送信されません。特定の RADIUS サーバ属性を生成することに必要な情報
を DHCP サーバが入手できない場合、DHCP サーバは RADIUS パケットに情報を含めません。含
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めないということは、属性を送信しない（情報がまったくない場合）、または属性から情報を省
略する（CLI-based 形式の文字列の場合）という形をとれます。
DHCP オプションが DHCP サーバに提供されているが無効な場合は、DHCP サーバは Access-Request
内の対応する RADIUS 属性を送信しない、または無効な RADIUS サーバ属性を送信する可能性が
あります。

DHCP サーバと RADIUS 変換
次のテーブルに、DHCP DISCOVER メッセージ内の DHCP オプションから RADIUS サーバ
Access-Request メッセージ内の属性への変換の一覧を示します。
表 8：DCHP DISCOVER から RADIUS Access-Request への変換

DHCP DISCOVER

RADIUS Access-Request

レジデンシャル ゲートウェイの仮想 MAC アド User-Name
レス
N/A

DHCP サーバに設定された User-Password

リレー エージェントのゲートウェイ アドレス
（DHCP パケットの giaddr フィールド）

NAS-identifier

Hostname

DHCP Option 12 の値と等しい Cisco AV ペア
client-hostname

ベンダー クラス

DHCP Option 60 の 16 進形式のエンコードされ
た値と等しい Cisco AV ペア dhcp-vendor-class

Client ID

DHCP Option 61 の 16 進形式のエンコードされ
た値と等しい Cisco AV ペア dhcp-client-id

D-router 上の VLAN パラメータを含められる
DHCP リレー情報オプション

DHCP Option 82 の 16 進形式のエンコードされ
た値と等しい Cisco AV ペア dhcp-relay-info

次のテーブルに、RADIUS サーバ Access-Accept メッセージ内の属性から DHCP OFFER メッセー
ジ内の DHCP オプションへの変換の一覧を示します。
表 9：RADIUS Access-Accept から DHCP OFFER への変換

RADIUS Access-Accept

DHCP OFFER

Framed-IP-Address

レジデンシャル ゲートウェイの IP アドレス

Framed-IP-Netmask

サブネット マスク（Option 1）
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RADIUS Access-Accept

DHCP OFFER

Session-Timeout

IP アドレス リース時間（Option 51）

秒単位の Cisco AV ペア session-duration。この秒 DHCP サーバのセッション コントロールを提供
数は Session-Timeout 属性の秒数以上です。
します。この属性は、DHCP クライアントに送
信されません。
Framed-Route（RADIUS 属性 22）。各 DHCP オ 1 つのオプション（Option 121）に最大 16 のク
プションに 1 つのルート、1 つの RADIUS パ
ラスレス ルートが含まれます
ケットに最大 16 の Framed-Route オプションが
可能です。

DHCP サーバ RADIUS プロキシに対する RADIUS プロファイル
DHCP サーバ RADIUS プロキシに対して RADIUS サーバ ユーザ プロファイルを設定する場合は、
次の注意事項に従います。
• Session-Timeout 属性には、秒単位の値が含まれる必要があります。この属性がない場合、
DHCP OFFER はクライアントに送信されません。
• RADIUS ユーザ プロファイルには、次の属性が含まれる必要があります。
• Framed-IP-Address
• Framed-IP-Netmask
• Framed-Route
• Session-Timeout
• Session-Duration：Session-Duration は、Cisco AV ペア session-duration = seconds です。
seconds は、すべての更新を含むリース期間の最長時間です。Session-Duration の値は
Session-Timeout 属性値以上である必要があり、またゼロになれません。
• 追加の RADIUS サーバ属性も可能ですが必須ではありません。DHCP サーバは、追加の属性
で理解できないものは無視します。RADIUS サーバ ユーザ プロファイルに空の必須の属性が
含まれている場合、DHCP サーバは DHCP オプションを生成しません。
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DHCP サーバ RADIUS プロキシの設定方法
RADIUS ベース認証に対応する DHCP サーバの設定
DHCP リースの RADIUS ベース認証に対応したアドレス割り当てを設定するには、次の作業を
DHCP サーバで実行します。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. servicedhcp
4. aaa new-model
5. aaagroupserverradiusgroup-name
6. serverip-address[auth-port port-number] [acct-port port-number]
7. exit
8. aaaauthorizationnetworkmethod-list-namegroupgroup-name
9. aaaaccountingnetworkmethod-list-namestart-stopgroupgroup-name
10. ipdhcppoolname
11. accountingmethod-list-name
12. authorizationmethodmethod-list-name
13. authorizationshared-passwordpassword
14. authorizationusernamestring
15. exit
16. interfacetypeslot/subslot/port[.subinterface]
17. encapsulationdot1qvlan-idsecond-dot1q {any | vlan-id[, vlan-id[- vlan-id]]}
18. ipaddressaddressmask
19. no shutdown
20. radius-serverhostip-address[auth-port port-number] [acct-port port-number]
21. radius-serverkey {0 string | 7 string | string}
22. exit

手順の詳細

ステッ
プ1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：
Router> enable
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ステッ
プ2

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モード
を開始します。

例：
Router# configure terminal

ステッ
プ3

servicedhcp
例：
Router(config)#

ステッ
プ4

service dhcp

認証、許可、アカウンティング（AAA）ア
クセス コントロール システムを有効にしま
す。

aaa new-model
例：
Router(config)#

ステッ
プ5

aaa new-model

aaagroupserverradiusgroup-name
例：
Router(config)#

ルータ上の DHCP サーバ機能およびリレー
エージェント機能をイネーブルにします。
デフォルトでルータ上のこれらの機能はイ
ネーブルです。

aaa group server radius group1

RADIUS サーバ ホストをグループ化するた
めにサーバ ホスト リストの名前を指定しま
す。server-group コンフィギュレーション
モードを開始します。
group-name：サーバ グループの名前を表す
文字列。次の語はグループ名として使用で
きません。
• auth-guest
• enable
• guest
• if-authenticated
• if-needed
• krb5
• krb-instance
• krb-telnet
• line
• local
• none
• radius
• rcmd
• tacacs
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コマンドまたはアクション

目的
• tacacsplus

ステッ
プ6

serverip-address[auth-port port-number] [acct-port port-number]
例：
Router(config-sg)#

server 10.1.1.1 auth-port 1700 acct-port

1701

定義したサーバ グループに RADIUS サーバ
ホストの IP アドレスを指定します。このコ
マンドを RADIUS サーバ ホストごとに繰り
返して、サーバ グループと関連付けます。
• ip-address：RADIUS サーバ ホストの
IP アドレス。
• auth-portport-number：（任意）認証要
求のための UDP 宛先ポートを指定しま
す。デフォルト値は 1645 です。
• acct-portport-number：（任意）アカウ
ンティング要求のための UDP 宛先ポー
トを指定します。デフォルト値は 1646
です。

ステッ
プ7

server-group コンフィギュレーション モード
を終了します。

exit
例：
Router(config-sg)#

ステッ
プ8

exit

aaaauthorizationnetworkmethod-list-namegroupgroup-name
例：
Router(config)#

DHCP 認証のための方式リストとサーバ グ
ループを指定します。
• method-list-name：認証方式リストの名

aaa authorization network auth1 group group1

前を表す文字列。
• group：サーバグループを指定します。
• group-name：DHCP 認証に適用するサー
バ グループの名前。

ステッ
プ9

aaaaccountingnetworkmethod-list-namestart-stopgroupgroup-name AAA アカウンティングをすべてのネット
ワーク サービス要求に実行することを指定
例：
します。
Router(config)#

aaa accounting network acct1 start-stop group

group1

• method-list-name：アカウンティング方
式リストの名前を表す文字列。
• start-stop：プロセスの最初にアカウン
ティング開始通知を送信し、プロセス
の最後にアカウンティング停止通知を
送信します。start アカウンティング レ
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コマンドまたはアクション

目的
コードはバックグラウンドで送信され
ます。アカウンティング開始通知がア
カウンティング サーバで受信されたか
どうかにかかわらず、要求されたユー
ザ プロセスが開始されます。
• group：サーバグループを指定します。
• group-name：DHCP アカウンティング
に適用するサーバ グループの名前。

ステッ
プ 10

DHCP サーバ アドレス プールの名前を指定
します。DHCPプールコンフィギュレーショ
ン モードを開始します。

ipdhcppoolname
例：
Router(config)#

ステッ
プ 11

ip dhcp pool pool1

accountingmethod-list-name
例：
Router(config-dhcp)#

ステッ
プ 12

accounting acct1

式リストの名前。
DHCP 許可をイネーブルにします。
• method-list-name：認証方式リストの名

例：

ステッ
プ 13

DHCP アカウンティングをイネーブルにし
ます。
• method-list-name：アカウンティング方

authorizationmethodmethod-list-name

Router(config-dhcp)#

• name：プールの名前。

前。
authorization method auth1

authorizationshared-passwordpassword

RADIUS ユーザ プロファイルに設定したパ
スワードを指定します。

例：
Router(config-dhcp)#

ステッ
プ 14

authorization shared-password cisco

authorizationusernamestring
例：
Router(config-dhcp)#

authorization username %%c-user1

DHCPクライアントに設定情報をダウンロー
ドするときに、RADIUS が DHCP サーバに
送信するパラメータを指定します。
コマンド引数 string には、DHCP クライアン
ト情報を挿入するための次の形式の文字が
含まれます。
• %c-：DHCPクライアントのイーサネッ
ト アドレス（chaddr フィールド）。
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コマンドまたはアクション

目的
• %i-：DHCP リレー情報（Option 82）か
らの内側 VLAN ID。
• %o：DHCP リレー情報（Option 82）か
らの外側 VLAN ID。
• %p：DHCP リレー情報（Option 82）か
らのポート番号。
• %g：DHCP リレー エージェントのゲー
トウェイ アドレス（giaddr フィール
ド）。
• %%：RADIUS サーバに送信した文字
列内のパーセント記号（%）文字を送
信します。
（注）

ステッ
プ 15

パーセント（%）記号は、特定の
文字に関連付けられた DHCP クラ
イアント情報を挿入するための
マーカーです。% は、%% 文字を
指定しない限り RADIUS サーバに
送信されません。

DHCP プール コンフィギュレーション モー
ドを終了します。

exit
例：
Router(config-dhcp)#

ステッ
プ 16

exit

interfacetypeslot/subslot/port[.subinterface]
例：
Router(config)#

ステッ
プ 17

interface ethernet 1/10.0

encapsulationdot1qvlan-idsecond-dot1q {any | vlan-id[, vlan-id[vlan-id]]}
例：
Router(config-subif)#

（任意）仮想LAN（VLAN）のサブインター
フェイス上で、トラフィックの IEEE 802.1Q
カプセル化を有効化します。
• vlan-id：VLAN ID（1 ～ 4094 の範囲の

encapsulation dot1q 100 second-dot1q

200
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DHCP クライアントが DHCP サーバから IP
アドレスを取得できるようにするインター
フェイスまたはサブインターフェイスを設
定します。インターフェイスまたはサブイ
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。

整数）。VLAN ID の範囲を定義するた
めに使用する VLAN ID の開始値と終了
値を区切るには、ハイフンを入力しま
す。（任意）それぞれの VLAN ID の範

DHCP サーバ RADIUS プロキシ
RADIUS ベース認証に対応する DHCP サーバの設定

コマンドまたはアクション

目的
囲を次の範囲と区切るには、カンマを
入力します。
• second-dot1q：IEEE 802.1Q-in-Q VLAN
Tag Termination 機能をサポートして内
側 VLAN ID を設定します。
• any：1 ～ 4094 の範囲の任意の秒タグ。

ステッ
プ 18

ipaddressaddressmask
例：

インターフェイスまたはサブインターフェ
イスの IP アドレスを指定します。
• address は、インターフェイスまたはサ

Router(config-if)#

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

ブインターフェイスの IP アドレスで
す。
• mask は、IP アドレスのサブネット ア
ドレスです。

ステッ
プ 19

インターフェイスまたはサブインターフェ
イスをイネーブルにします。

no shutdown
例：
Router(config-if)#

ステッ
プ 20

no shutdown

radius-serverhostip-address[auth-port port-number] [acct-port
port-number]

• ip-address は、RADIUS サーバ ホスト
の IP アドレスです。

例：
Router(config)#

RADIUS サーバ ホストを指定します。

radius-server host 10.1.1.1

• auth-portport-number：（任意）認証要
求のための UDP 宛先ポートを指定しま
す。デフォルト値は 1645 です。
• acct-portport-number：（任意）アカウ
ンティング要求のための UDP 宛先ポー
トを指定します。デフォルト値は 1646
です。

ステッ
プ 21

radius-serverkey {0 string | 7 string | string}
例：
Router(config)#

radius-server key cisco

ルータと RADIUS デーモンとの間における
すべての RADIUS 通信用の認証および暗号
キーを指定します。
• 0string：暗号化されていない（平文）
共有キーを指定します。
• 7string：秘密の共有キーを指定します。
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コマンドまたはアクション

目的
（注）

ステッ
プ 22

入力するキーはすべて RADIUS
デーモン上のキーと一致する必要
があります。先頭のスペースはす
べて無視されますが、キーの中間
および末尾のスペースは使用でき
ます。キーにスペースを使用する
場合は、引用符がキーの一部分で
ある場合を除き、引用符でキーを
囲まないでください。

グローバル コンフィギュレーション モード
を終了します。

exit

DHCP サーバのモニタリングおよびメンテナンス
DHCP サーバ情報を確認およびモニタするには、次の作業を実行します。

手順の概要
1. enable
2. debugipdhcpserverpacket
3. debugipdhcpserverevents
4. showipdhcpbinding [address]
5. showipdhcpserverstatistics
6. showipdhcppool [name]
7. showiproutedhcp [address]

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：
Router> enable
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• パスワードを入力します（要求された場合）。
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

debugipdhcpserverpacket

（任意）DHCP サーバ デバッグをイネーブルにします。

例：
Router# debug ip dhcp server packet

ステップ 3

debugipdhcpserverevents

（任意）アドレス割り当てやデータベース更新などの DHCP
サーバ イベントを報告します。

例：
Router#

ステップ 4

debug ip dhcp server events

showipdhcpbinding [address]
例：
Router#

（任意）特定の DHCP サーバに作成されているすべてのバイ
ンディングのリストを表示します。
• show ip dhcp binding コマンドを使用すると、すでに割

show ip dhcp binding

り当てられている IP アドレスが表示されます。アドレ
ス プールに空きがあることを確認します。必要に応じ
て、プールを再作成してより大きいアドレス プールを作
成します。
• show ip dhcp binding コマンドを使用して、ホストの IP
アドレスのリース有効期限の日時を表示します。

ステップ 5

showipdhcpserverstatistics

（任意）サーバの統計情報に関するカウント情報および送受
信したメッセージを表示します。

例：
Router# show ip dhcp server
statistics

ステップ 6

showipdhcppool [name]

（任意）DHCP サーバおよびリレー エージェントによって
ルーティング テーブルに追加されたルートを表示します。

例：
Router#

ステップ 7

show ip dhcp pool

showiproutedhcp [address]

（任意）DHCP アドレス プールに関する情報を表示します。

例：
Router#

show ip route dhcp [address]
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DHCP サーバ RADIUS プロキシの設定例
DHCP サーバの設定例
次に、DHCP リースの RADIUS ベース認証のために DHCP サーバを設定する方法の例を示しま
す。この例では、DHCP クライアントはイーサネット インターフェイス 4/0/1 およびイーサネッ
ト サブインターフェイス 4/0/3.10 に接続できます。ユーザ名文字列（%c-user1）では、RADIUS
サーバが user1 という名前の DHCP クライアントのイーサネット アドレスを DHCP サーバに送信
することを指定します。
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# service dhcp
Router(config)# aaa new-model
Router(config)# aaa group server radius rad1
Router(config-sg)# server 10.1.1.1
Router(config-sg)# server 10.1.5.10
Router(config-sg)# exit
Router(config)# aaa authorization network auth1 group group1
Router(config)# aaa accounting network acct1 start-stop group group1
Router(config)# aaa session-id common
Router(config)# ip dhcp database tftp://172.16.1.1/router-dhcp write-delay 100 timeout 5
!
Router(config)# ip dhcp pool pool_common
Router(config-dhcp)# accounting acct1
Router(config-dhcp)# authorization method auth1
Router(config-dhcp)# authorization shared-password cisco
Router(config-dhcp)# authorization username %c-user1
Router(config-dhcp)# exit
!
Router(config)# interface ethernet4/0/1
Router(config-if)# ip address 15.0.0.1 255.255.255.0
Router(config-if)# exit
Router(config-if)# interface ethernet4/0/3.10
Router(config-if)# encapsulation dot1q 100 second-dot1q 200
Router(config-if)# ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)# exit
Router(config)# radius-server host 10.1.3.2
Router(config)# radius-server key cisco
Router(config)# exit

RADIUS プロファイルの設定例
次に、DHCP サーバに送信する Access-Accept メッセージ内の属性に一般的な RADIUS ユーザ プ
ロファイルを設定する方法の例を示します。
DHCP-00059A3C7800 Password = “metta”
Service-Type = Framed,
Framed-Ip-Address = 10.3.4.5,
Framed-Netmask = 255.255.255.0,
Framed-Route = "0.0.0.0 0.0.0.0 10.3.4.1",
Session-Timeout = 3600,
Cisco:Cisco-Avpair = "session-duration=7200”
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その他の参考資料
ここでは、DHCP サーバ RADIUS プロキシ機能に関する参考資料について説明します。
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

DHCP リレー設定

『Configuring the Cisco IOS XE DHCP Relay
Agent』

DHCP コマンド：コマンド構文の詳細、コマン 『Cisco IOS IP Addressing Services Command
ド モード、コマンド履歴、デフォルト、使用上 Reference』
の注意事項、および例

標準
標準

タイトル

この機能がサポートする新しい規格または変更 -された規格はありません。

MIB
MIB

MIB のリンク

この機能によってサポートされる新しい MIB
または変更された MIB はありません。またこ
の機能による既存 MIB のサポートに変更はあ
りません。

選択したプラットフォーム、Cisco IOS XE ソフ
トウェア リリース、およびフィーチャ セット
の MIB の場所を検索し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

RFC
RFC

タイトル

この機能によりサポートされた新規 RFC また -は改訂 RFC はありません。またこの機能によ
る既存 RFC のサポートへの変更はありません。
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シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

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

DHCP サーバ RADIUS プロキシの機能情報
次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト
ウェア リリース トレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェア リリースだけを
示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェア リリースでも
サポートされます。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
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表 10：Cisco IOS XE DHCP リレー エージェントの機能情報

機能名

リリース

機能の設定情報

DHCP サーバ RADIUS プロキシ Cisco IOS XE Release 2.4
Cisco IOS XE Release 3.9S

DHCP サーバ RADIUS プロキシ
により、サーバはリモート ク
ライアントを承認して、その
サーバからの応答に基づいたア
ドレスの割り当てが可能になり
ます。
Cisco IOS XE 2.4 では、Cisco
ASR 1000 シリーズ アグリゲー
ション サービス ルータに、こ
の機能が導入されました。
この機能により、次のコマンド
が変更されました。
authorizationmethod(dhcp)、
authorizationshared-password、
authorizationusername(dhcp)。

用語集
クライアント：DHCP プロトコルまたは BOOTP プロトコルを使用して、インターフェイスの設定
（IP アドレスの取得）を試行しているホスト。
DHCP：Dynamic Host Configuration Protocol。
giaddr：ゲートウェイ IP アドレス。DHCP メッセージの giaddr フィールドは、クライアントが属
する IP アドレス サブネットの情報を DHCP サーバに提供します。また、応答メッセージの送信
先の IP アドレスも DHCP サーバに提供します。
MPLS：マルチプロトコル ラベル スイッチング。タグ スイッチングの基礎となる新しい業界標準
です。
リレーエージェント：異なるサブネット上のサーバとクライアントの間で DHCP メッセージおよ
び BOOTP メッセージを転送するルータ。
サーバ：DHCP サーバまたは BOOTP サーバ。
VPN：バーチャル プライベート ネットワーク。トンネリングを使用してパブリック TCP/IP ネッ
トワーク経由で IP トラフィックをセキュアに転送できるようにします。
VRF：VPN ルーティングおよび転送インスタンス。VRF は、IP ルーティング テーブル、取得さ
れたルーティング テーブル、そのルーティング テーブルを使用する一連のインターフェイス、
ルーティングテーブルに登録されるものを決定する一連のルールおよびルーティングプロトコル
で構成されています。一般に、VRF には、PE ルータに付加されるカスタマー VPN サイトが定義
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されたルーティング情報が格納されています。PE ルータでインスタンス化された各 VPN は独自
の VRF を持ちます。
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章

Cisco IOS XE DHCP クライアントの設定
Cisco IOS Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）クライアント ソフトウェアは、DHCP ク
ライアントの各種設定オプションを含む柔軟性を提供します。DHCP クライアントは、DHCP を
使用して、IP アドレスなどの設定パラメータを取得するインターネット ホストとして定義され
ます。このモジュールでは、Cisco IOS XE DHCP クライアントを設定するために必要な概念と作
業について説明します。
• 機能情報の確認, 161 ページ
• DHCP クライアントについて, 162 ページ
• DHCP クライアントの設定方法, 163 ページ
• DHCP クライアントの設定例, 165 ページ
• その他の参考資料, 166 ページ
• シスコのテクニカル サポート, 167 ページ
• Cisco IOS XE DHCP クライアントの機能情報, 167 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、Bug Search Tool およびご使用の
プラットフォームおよびソフトウェア リリースのリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールで説明される機能に関する情報、および各機能がサポートされるリリースの一覧につい
ては、機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
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DHCP クライアントについて
DHCP クライアントの動作
Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）は、TCP/IP ネットワーク上の DHCP ホストに構成情
報を渡すためのフレームワークを提供します。DHCP クライアントは、DHCP を使用して IP アド
レスなどの設定パラメータを取得するインターネット ホストです。次の図は、DHCP クライアン
トが DHCP サーバに IP アドレスを要求する際の基本的な手順を示しています。クライアントであ
るホスト A が DHCPDISCOVER ブロードキャスト メッセージを送信して DHCP サーバの場所を
特定します。DHCP サーバは、DHCPOFFER ユニキャスト メッセージで、設定パラメータ（IP ア
ドレス、MAC アドレス、ドメイン名、IP アドレスのリースなど）をクライアントに提示します。
図 9：DHCP サーバに対する IP アドレスの DHCP 要求

DHCP クライアントは、複数の DHCP サーバから提示を受ける場合があり、提示のうちの任意の
1 つを受け入れられます。通常、クライアントは最初に受け取った提示を受け入れます。DHCP
サーバから提示された IP アドレスが必ずしもクライアントに割り当てられるわけではありませ
ん。ただし、サーバは通常、クライアントが正式にアドレスを要求するまではアドレスを保管し
ておきます。
クライアントは、DHCPREQUEST ブロードキャスト メッセージで、提示された IP アドレスの正
式な要求を DHCP サーバに戻します。DHCP サーバは、DHCPACK ユニキャスト メッセージをク
ライアントに戻すことで、IP アドレスがクライアントに割り当てられたことを確認します。

DHCP クライアントの概要
設定可能な Dynamic Host Configuration Protocol クライアント機能により、DHCP クライアントは、
DHCP サーバにアドレスを要求するときに、ユーザ指定のクライアント ID、クラス ID や提案リー
ス時間を使用できます。
設定パラメータと他の制御情報は、DHCP メッセージのオプション フィールドに保存されている
タグ付きデータ項目で伝送されます。DHCP クライアントに対して次のオプションを設定できる
ため、DHCP クライアントには柔軟性があります。
• Option 12：このオプションでは、クライアントの名前を指定します。名前はローカル ドメイ
ンで修飾する場合と修飾しない場合があります。
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• Option 51：このオプションをクライアント要求（DHCPDISCOVER または DHCPREQUEST）
で使用すると、クライアントは IP アドレスのリース時間を要求できます。
• Option 55：このオプションを使用すると、DHCP クライアントは DHCP サーバに対し特定の
オプションを要求できます。システム管理者は、ipdhcpclientrequest コマンドを使用して、
要求されたオプションの一部をオフにできます。その結果として、該当するオプションは要
求リストから削除されます。
• Option 60：ユーザは、このオプションを使用して、DHCP 対話で使用するベンダー クラス ID
文字列を設定できます。
• Option 61：このオプションは、DHCP クライアントが固有の ID を指定するために使用しま
す。DHCP サーバは、この値を使用して、アドレス バインディングのデータベースのイン
デックスを作成します。この値は、管理ドメイン内のすべてのクライアントについて固有で
あることが予期されます。
• Option 120：このオプションを使用して、Session Initiation Protocol（SIP）クライアントが SIP
サーバの場所を特定するために使用する 32 ビット（バイナリ）IPv4 アドレスを指定します。
• Option 121：このオプションは、クラスレス ネットワークの宛先を指定することで、クラス
レス スタティック ルートを設定するために使用します。そのため、各ルーティング テーブ
ルのエントリには、サブネット マスクが含まれることになります。DHCP クライアントで
Option 121 を使用した場合、クラスレス スタティック ルートの数は最大 10 までサポートさ
れます。

（注）

要求にスタティック ルートとクラスレス スタティック ルートの両方が含まれ
る場合、クライアントはクラスレス スタティック ルートのみ使用します。
DHCP サーバが、クラスレス スタティック ルート オプションとルータ オプ
ションの両方を戻すと、DHCP クライアントはルータ オプションを無視しま
す。

• Option 125：このオプションは、ベンダー固有の情報を交換するために、DHCP クライアント
およびサーバで使用されます。

DHCP クライアントの設定方法
DHCP クライアントの設定
Cisco ソフトウェアを実行している Cisco デバイスには、Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）
サーバとリレーエージェントソフトウェアが含まれています。これらは、デフォルトで有効化さ
れています。デバイスは、DHCP クライアントとし機能することも、DHCP サーバとして機能す
ることもできます。設定済みインターフェイスの IP アドレス情報を取得するには、ip address dhcp
コマンドを使用します。
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手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. interfacetype number
4. ip address dhcp
5. end
6. debug dhcp detail
7. debug ip dhcp server packets

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

interfacetype number

インターフェイス タイプを設定し、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。

例：
Device(config)# interface
GigabitEthernet 0/0/1

ステップ 4

ip address dhcp

インターフェイス上で DHCP から IP アドレスを取
得します。

例：
Device(config-if)# ip address dhcp

ステップ 5

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-if)# end

ステップ 6

debug dhcp detail
例：
Device# debug dhcp detail
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ステップ 7

コマンドまたはアクション

目的

debug ip dhcp server packets

サーバ側の DHCP 対話を表示します。

例：
Device# debug ip dhcp server packets

トラブルシューティングのヒント
設定を確認するために、debug dhcp detail EXEC コマンドを使用して、送受信された DHCP パケッ
トを表示できます。DHCP 対話のサーバ側を表示するには、debug ip dhcp server packets コマンド
を使用します。

DHCP クライアントの設定例
DHCP クライアントの設定例
次の図は、イーサネット LAN 上の DHCP クライアントを示す簡単なネットワーク構成図です。
図 10：GigabitEthernet インターフェイスを備えた DHCP クライアントを示すトポロジ

DHCP サーバ設定を以下に示します。
ip dhcp pool 1
network 10.1.1.0 255.255.255.0
lease 1 6

DHCP クライアントのインターフェイス GigabitEthernet 0/0/0 の設定を次に示します。
interface GigabitEthernet 0/0/0
ip address dhcp

この設定により、DHCP クライアントは、GigabitEthernet インターフェイス 0/0/0 を通じて DHCP
サーバから IP アドレスを取得できます。
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DHCP クライアント設定のカスタマイズ例
次の例では、GigabitEthernet インターフェイス 0/0/1 で、各種のオプションを使用して DHCP クラ
イアント設定をカスタマイズする方法を示しています。
interface GigabitEthernet 0/0/1
ip dhcp client client-id ascii my-test1
ip dhcp client class-id my-class-id
ip dhcp client lease 0 1 0
ip dhcp client hostname sanfran
no ip dhcp client request tftp-server-address
ip address dhcp

その他の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

Cisco IOS コマンド

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』

DHCP コマンド：コマンド構文の詳細、コマン 『Cisco IOS IP Addressing Services Command
ド モード、コマンド履歴、デフォルト、使用上 Reference』
の注意事項、および例
DHCP の概念情報

「DHCP の概要」モジュール

DHCP サーバ設定

「Cisco IOS XE DHCP サーバの設定」モジュー
ル

DHCP サーバ オンデマンド アドレス プール

「DHCP サーバ オンデマンド アドレス プール
マネージャの設定」モジュール

DHCP リレー エージェント設定

「Configuring the Cisco IOS XE DHCP Relay
Agent」モジュール

DHCP 拡張機能

「アカウンティングおよびセキュリティ対応の
DHCP サービスの設定」モジュール

RFC
RFC

タイトル

RFC 2131

『Dynamic Host Configuration Protocol』
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RFC

タイトル

RFC 2132

『DHCP Options and BOOTP Vendor Extensions』

シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

右の URL にアクセスして、シスコのテクニカ http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
ル サポートを最大限に活用してください。これ
らのリソースは、ソフトウェアをインストール
して設定したり、シスコの製品やテクノロジー
に関する技術的問題を解決したりするために使
用してください。この Web サイト上のツール
にアクセスする際は、Cisco.com のログイン ID
およびパスワードが必要です。

シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

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

Cisco IOS XE DHCP クライアントの機能情報
次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト
ウェア リリース トレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェア リリースだけを
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示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェア リリースでも
サポートされます。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
表 11：Cisco IOS XE DHCP クライアントの機能情報

機能名

リリース

機能の設定情報

DHCP Client

Cisco IOS XE Release 2.3

DHCP クライアントは、DHCP
を使用して、IPアドレスなどの
設定パラメータを取得するイン
ターネット ホストとして定義
されます。

Cisco IOS XE Release 3.9S

この機能により、次のコマンド
が導入されました。
ipaddressdhcp
設定可能な DHCP クライアント Cisco IOS XE Release 2.3
Cisco IOS XE Release 3.9S

設定可能な DHCP クライアント
機能により、DHCP クライアン
トは、DHCP サーバに対しアド
レスを要求するときに、ユーザ
指定のクライアント ID、クラ
ス ID や提案リース時間を使用
できます。
この機能により、次のコマンド
が導入されました。
ipdhcpclientclass-id、
ipdhcpclientclient-id、
ipdhcpclienthostname、
ipdhcpclientlease、
ipdhcpclientrequest
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章

アカウンティングおよびセキュリティ対応
の DHCP サービスの設定
Cisco IOS XE ソフトウェアは、パブリック ワイヤレス LAN（PWLAN）で DHCP のセキュリ
ティ、信頼性、およびアカウンティングを強化する複数の機能をサポートしています。この機能
は、他のネットワーク実装でも使用できます。このモジュールでは、アカウンティングおよびセ
キュリティ対応の DHCP サービスを設定するために必要な概念および作業について説明します。
• 機能情報の確認, 169 ページ
• アカウンティングおよびセキュリティ対応の DHCP サービスを設定するための前提条件, 170
ページ
• アカウンティングおよびセキュリティ対応の DHCP サービスについて, 170 ページ
• アカウンティングおよびセキュリティ対応の DHCP サービスの設定方法, 171 ページ
• アカウンティングおよびセキュリティ対応の DHCP サービスの設定例, 182 ページ
• その他の参考資料, 184 ページ
• シスコのテクニカル サポート, 186 ページ
• アカウンティングおよびセキュリティ対応の DHCP サービスの機能情報, 186 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、Bug Search Tool およびご使用の
プラットフォームおよびソフトウェア リリースのリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールで説明される機能に関する情報、および各機能がサポートされるリリースの一覧につい
ては、機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
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アカウンティングおよびセキュリティ対応の DHCP サー
ビスを設定するための前提条件
アカウンティングおよびセキュリティ対応の DHCP サービスを設定する前に、「DHCP の概要」
モジュールで説明されている概念を理解する必要があります。

アカウンティングおよびセキュリティ対応の DHCP サー
ビスについて
パブリック ワイヤレス LAN での DHCP の動作
パブリック ワイヤレス LAN（PWLAN）で DHCP を設定すると、ワイヤレス クライアントの設定
が簡素化され、ネットワークの維持に必要なオーバーヘッドが減少します。DHCP クライアント
は、DHCP サーバから IP アドレスをリースし、その後、Service Selection Gateway（SSG）により
認証され、ネットワーク サービスへのアクセスが許可されます。DHCP サーバとクライアントは、
IP アドレスの割り当てに関する DHCP メッセージを交換します。DHCP サーバがクライアントに
IP アドレスを割り当てると、DHCP バインディングが作成されます。クライアントが明示的に IP
アドレスをリリースし、ネットワークから切断するまで、IP アドレスはクライアントにリースさ
れます。クライアントがアドレスをリリースせずに切断すると、サーバは、リース期間が終了し
た後、リースを終了します。どちらの場合も、DHCP サーバはバインディングを削除し、IP アド
レスはプールに戻されます。

パブリック ワイヤレス LAN のセキュリティの脆弱性
PWLAN を使用し始める人が増えているため、セキュリティが重要な懸案事項になっています。
ユーザは、ホット スポット（コーヒー店、空港ターミナル、ホテルなど）にいる間、IP アドレス
を DHCP サーバから取得し、セッション中、その IP アドレスを使用します。このため、PWLAN
の実装の大部分は DHCP に依存します。
IP スプーフィングは、ハッカーが IP アドレスをスプーフするために使用する一般的な方法です。
たとえば、お客様 A が DHCP から IP アドレスを取得し、PWLAN を使用するための認証を受けた
後、ハッカーがお客様 A の IP アドレスをスプーフし、その IP アドレスを使用してトラフィック
を送受信するということがあります。お客様 A は、サービスを使用していないのに、サービスの
料金を請求されます。
アドレス解決プロトコル（ARP）テーブルエントリは、設計によりダイナミックです。ネットワー
ク内のすべてのネットワーキング デバイスで、要求 ARP パケットおよび応答 ARP パケットが送
受信されます。DHCP ネットワークでは、DHCP サーバは MAC アドレスまたはクライアントのク
ライアント ID に対してリースされた IP アドレスを DHCP バインディングに保管します。ただし、
ARP エントリはダイナミックに学習されるため、DHCP サーバが付与した IP アドレスを、不正な
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クライアントがスプーフして使用し始めることができます。ARP テーブル内の許可されたクライ
アントの MAC アドレスは、この無許可のクライアントの MAC アドレスに置き換えられるため、
無許可のクライアントはスプーフィングされた IP アドレスを自由に使用できます。

セキュリティおよびアカウンティング対応の DHCP サービスの概要
DHCP セキュリティおよびアカウンティング機能は、PWLAN のセキュリティ問題を解決するた
めに設計および実装されていますが、他のネットワーク実装でも使用できます。
DHCP アカウンティングは、DHCP に認証、許可、アカウンティング（AAA）および Remote
Authentication Dial-In User Service（RADIUS）のサポートを提供します。AAA および RADIUS の
サポートにより、セキュアな START および STOP アカウンティング メッセージを送信すること
で、セキュリティが強化されます。DHCP アカウンティングの設定により、セキュリティのレイ
ヤが追加されます。このセキュリティのレイヤにより、適切な RADIUS START および STOP アカ
ウンティング レコードに対して、DHCP リースの割り当てと終了がトリガーできるようになり、
それにより、SSG などのアップストリーム デバイスが、セッション状態を正しく保持します。こ
のセキュリティ強化は、無許可のクライアントまたはハッカーが、許可された DHCP リースをス
プーフィングしてネットワークに不正侵入することを防ぐのに役立ちます。
DHCP セキュア IP アドレス割り当て機能により、DHCP サーバのデータベースを ARP テーブルと
同期させてアドレスのハイジャックを回避することで、IP スプーフィングを防止します。アドレ
スが割り当てられると、このセキュア ARP により、クライアントの ARP テーブルにエントリが
追加されます。バインディングが期限切れになった場合に限り、DHCP サーバはこれを削除でき
ます。
3 つめの機能は ARP 自動ログオフです。この機能では、許可ユーザのログアウト時に、より緻密
にプロービングを制御します。arp probe interval コマンドでは、プローブの開始時点（タイムア
ウト）、ピアのプローブ頻度（間隔）、および最大試行回数（カウント）を指定します。

DHCP リース制限
DHCP リース制限を設定することで、リース先の数を、グローバルにまたはインターフェイスご
とに制御できます。この機能によって、インターネット サービス プロバイダー（ISP）は、クラ
イアントが利用できる家族または接続あたりのリース数を制限できます。

アカウンティングおよびセキュリティ対応の DHCP サー
ビスの設定方法
DHCP アカウンティング対応の AAA および RADIUS の設定
DHCP アカウンティング対応の AAA および RADIUS を設定するには、この作業を実行します。
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RADIUS は、セキュア START および STOP メッセージを転送するためのアカウンティング機能を
提供します。AAA および RADIUS は、DHCP アカウンティングを設定する前にイネーブルにしま
すが、非セキュア DHCP ネットワークを保護するためにイネーブルにすることもできます。新規
または既存のネットワークで DHCP アカウンティングを設定する場合、このセクションの設定手
順が必要になります。
DHCP アカウンティングには、次の表に示す属性が導入されています。DHCP アカウンティング
がイネーブルになると、これらの属性は RADIUS サーバにより直接処理されます。これらの属性
は、debug radius コマンドの出力でモニタできます。この出力では、DHCP リースの状態、および
クライアントに関する特定の設定詳細が示されます。debug radius コマンドに accounting キーワー
ドを使用することで、出力をフィルタ処理して、DHCP アカウンティング メッセージのみを表示
できます。
表 12：RADIUS アカウンティング属性

属性

説明

Calling-Station-ID

この属性の出力では、クライアントの MAC ア
ドレスが表示されます。

Framed-IP-Address

この属性の出力では、クライアントにリースさ
れている IP アドレスが表示されます。

Acct-Terminate-Cause

この属性の出力には、クライアントが明示的に
切断しなかった場合に、「session-timeout」メッ
セージが表示されます。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. aaanew-model
4. aaagroupserverradiusgroup-name
5. serverip-addressauth-portport-numberacct-portport-number
6. exit
7. aaaaccounting {system | network | exec | connection | commandslevel} {default | list-name} {start-stop
| stop-only | none} [broadcast] group group-name
8. aaa session-id {common | unique}
9. ip radius source-interfacetype number [vrfvrf-name]
10. radius-server host {hostname | ip-address} [auth-portport-number] [acct-portport-number]
11. radius-server attribute 31 send nas-port-detail mac-only
12. radius-server retransmit number-of-retries
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手順の詳細
コマンドまたはアクション
ステップ 1 enable
例：

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

Device> enable

ステップ 2 configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Device# configure terminal

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

AAA アクセス コントロール モデルをイネーブル
にします。
• DHCP アカウンティングは、アクセス コン
トロール モデルでのみ機能します。
（注）

ステップ 4 aaagroupserverradiusgroup-name
例：
Device(config)# aaa group server radius RGROUP-1

TACACS コマンドおよび拡張 TACACS
コマンドは、このコマンドを設定した
後使用できなくなり、DHCP アカウン
トでサポートされなくなります。

AAA または TACACS+ サービス用のサーバ グルー
プを作成し、サーバ グループ コンフィギュレー
ション モードを開始します。
• この手順でサーバ グループが作成されるた
め、アカウンティング サービスを適用でき
ます。

ステップ 5 serverip-addressauth-portport-numberacct-portport-number ステップ 4 で作成したサーバ グループのメンバと
なるサーバを指定します。
例：
Device(config-sg-radius)# server 10.0.0.1 auth-port
1645 acct-port 1646

• 認証およびアカウンティング用のポート番号
を開放する必要があります。1645 が認証用
のデフォルト ポート番号で、1646 がアカウ
ンティング用のデフォルトポート番号です。
指定できるポート番号の範囲は 0 ～ 65535 で
す。
• キーワード auth-port port-number および
acct-port port-number と引数に入力する値は、
ステップ 10 で設定するポート番号と同じに
する必要があります。
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コマンドまたはアクション
ステップ 6 exit
例：

目的
サーバ グループ コンフィギュレーション モード
を終了し、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。

Device(config-sg-radius)# exit

ステップ 7 aaaaccounting {system | network | exec | connection |
指定したサーバ グループに対し RADIUS アカウ
commandslevel} {default | list-name} {start-stop | stop-only ンティングを設定します。
| none} [broadcast] group group-name
• 最初の list-name 引数（RADIUS-GROUP1）
では RADIUS アカウンティング サーバを指
例：
定し、2 番目の group-name 引数
Device(config)# aaa accounting network RADIUS-GROUP1
（RGROUP-1）ではターゲット サーバ グルー
start-stop group RGROUP-1
プを指定します。
• このコマンドにより、DHCP アカウンティン
グのアカウンティングの開始および停止がイ
ネーブルになります。start-stop キーワードに
より、START と STOP の両方のアカウンティ
ング メッセージの転送が有効になります。
stop-only キーワードにより、STOP アカウン
ティング メッセージのみの生成および検証
が有効になります。
ステップ 8 aaa session-id {common | unique}
例：
Device(config)# aaa session-id common

ステップ 9 ip radius source-interfacetype number [vrfvrf-name]
例：

コール内の各 AAA アカウンティング サービス タ
イプに、同じセッション ID を使用するかどうか、
または、各アカウンティング サービス タイプに
対して異なるセッション ID を割り当てるかどう
かを指定します。
すべての発信 RADIUS パケットに対し、指定した
インターフェイスの IP アドレスを使用するよう
強制します。

Device(config)# ip radius source-interface
GigabitEthernet 0/0/0

ステッ
プ 10

radius-server host {hostname | ip-address}
[auth-portport-number] [acct-portport-number]
例：
Device(config)# radius-server host 10.1.1.1 auth-port
1645 acct-port 1646
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RADIUS サーバ ホストを指定します。
• キーワード auth-port port-number および
acct-port port-number キーワードと引数に入力
する値は、ステップ 5 で設定したポート番号
と同じにする必要があります。
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ステッ
プ 11

コマンドまたはアクション

目的

radius-server attribute 31 send nas-port-detail mac-only

（任意）クライアントの MAC アドレスが
Calling-Station-ID 属性に含まれるようになります。
Calling-Station-ID 属性は、DHCP アカウンティン
グが有効化されているときに、RADIUS サーバに
よって処理されます。

例：
Device(config)# radius-server attribute 31 send
nas-port-detail mac-only

ステッ
プ 12

Cisco IOS XE ソフトウェアが RADIUS サーバ ホ
ストを検出する回数を指定します。

radius-server retransmit number-of-retries
例：
Device(config)# radius-server retransmit 3

トラブルシューティングのヒント
RADIUS アカウンティングの設定を監視およびトラブルシューティングするには、次のコマンド
を使用します。
コマンド

目的

debugradiusaccounting

debugradius コマンドは、RADIUS イベントをデバイスのコン
ソールに表示するために使用します。これらのイベントは、
RADIUS プロセスに関する情報を提供します。accounting キー
ワードを使用して、DHCP アカウンティング情報をフィルタ処
理できます。START および STOP のアカウンティング メッ
セージ情報も表示されます。

Device# debug radius accounting

DHCP アカウンティングの設定
DHCP アカウンティングを設定するには、この作業を実行します。
DHCP アカウンティングは、accounting コマンドで有効化します。このコマンドにより、AAA お
よび RADIUS で DHCP が動作するように設定され、セキュア START および STOP アカウンティ
ング メッセージがイネーブルになります。この設定により、セキュリティのレイヤが追加されま
す。このセキュリティのレイヤにより、適切な RADIUS START および STOP アカウンティング
レコードに対して、DHCP リースの割り当てと終了がトリガーできるようになり、それにより、
SSG などのアップストリーム デバイスが、セッション状態を正しく保持します。
DHCP アカウンティングは、クライアント単位またはリース単位で設定します。個別の DHCP ア
カウンティング処理をプール単位に設定できます。
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はじめる前に
クライアント認証用の SSG を設定する必要があります。DHCP アカウンティングを動作させる前
に、AAA および RADIUS をイネーブルにする必要があります。

（注）

DHCP アカウンティングには、次の制約事項が適用されます。
• DHCP アカウンティングは、DHCP ネットワーク プールに対してのみ設定できます。DHCP
ネットワーク プールでは、バインディングが自動的に作成され、リースが終了した時点
で、またはクライアントが DHCPRELEASE メッセージを送信した時点で破棄されます。
• DHCP バインディングは、clear ip dhcp binding コマンドまたは no service dhcp コマンド
が入力されると破棄され、このときにアカウンティング STOP メッセージもトリガーされ
ます。DHCP アカウンティングを使用してプールを設定している場合、これらのコマンド
はアクティブなリースをクリアするため、これらのコマンドを入力するときは注意する
必要があります。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. ipdhcppoolpool-name
4. accountingmethod-list-name

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ipdhcppoolpool-name
例：
Device(config)# ip dhcp pool
WIRELESS-POOL
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

accountingmethod-list-name

指定したサーバ グループを設定して RADIUS アカウンティングを
実行する場合に、DHCP アカウンティングをイネーブルにします。

例：
Device(dhcp-config)# accounting
RADIUS-GROUP1

• この例では、RADIUS-GROUP1 が start-stop グループとして設
定された場合に、DHCP アカウンティングの START および
STOP メッセージを送信するように設定しています。STOP
メッセージは、RADIUS-GROUP1 が stop-only グループとして
設定された場合に限り送信されます。詳細については、「DHCP
アカウンティング対応の AAA および RADIUS の設定」の設定
作業表のステップ 7 を参照してください。

DHCP アカウンティングの確認
DHCP アカウンティング設定を確認するには、この作業を実行します。
debug radius、debug ip dhcp server events、debug aaa accounting、debug aaa id コマンドは、提供され
る情報に差異があるため、同時に発行したり同じセッションで発行する必要はありません。ただ
し、これらのコマンドを使用して、DHCP アカウンティングの開始および停止イベント、AAA ア
カウンティング メッセージ、および AAA と DHCP のホストとクライアントに関する情報を表示
できます。DHCP アカウンティングで導入された AAA 属性のリストについては、このモジュール
の「RADIUS アカウンティング属性」セクションを参照してください。show running-config | begin
dhcp コマンドを使用すると、DHCP アカウンティングの設定などのローカル DHCP 設定を表示で
きます。

手順の概要
1. enable
2. debugradiusaccounting
3. debugipdhcpserverevents
4. debugaaaaccounting
5. debugaaaid
6. showrunning-config| begindhcp
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードなど、高位の権限レベルをイネーブルにしま
す。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

debugradiusaccounting
例：
Device# debug radius accounting

ステップ 3

debugipdhcpserverevents

デバイスのコンソールに RADIUS イベントを表示します。
• これらのイベントは、RADIUS プロセスに関する情報を提供
します。accounting キーワードを使用して、DHCP アカウン
ティング情報をフィルタ処理できます。START および STOP
アカウンティング メッセージが出力に表示されます。
DHCP IP アドレスの割り当て、DHCP リースの期限、および DHCP
データベースの変更を表示します。

例：
Device# debug ip dhcp server
events

ステップ 4

debugaaaaccounting
例：

AAA アカウンティング イベントを表示します。
• START および STOP アカウンティング メッセージが出力に
表示されます。

Device# debug aaa accounting

ステップ 5

debugaaaid

AAA イベントが固有の AAA セッション ID に関連している場合
にそれらの AAA イベントを表示します。

例：
Device# debug aaa id

ステップ 6

showrunning-config| begindhcp
例：
Device# show running-config |
begin dhcp

showrunning-config コマンドは、デバイスのローカル設定を表示
するために使用されます。この出力例は、begin キーワードを使
用してフィルタリングされており、実行コンフィギュレーション
の DHCP セクションからの出力が表示されています。

DHCP リースに対する ARP テーブル エントリの保護
DHCP データベース内にある、DHCP リースに対する ARP テーブル エントリを保護するには、こ
の作業を実行します。
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updatearp コマンドを使用すると、すべての新規リースおよび DHCP バインディングについて、
ARP テーブル エントリおよび対応する DHCP リースが自動的に保護されます。ただし、既存のア
クティブ リースは保護されません。これらのリースは更新されるまで非セキュアです。リースが
更新されると、そのリースは新規リースとして扱われ、自動的に保護されます。DHCP サーバで
このコマンドがディセーブルの場合、既存のすべてのセキュア ARP テーブル エントリがダイナ
ミック ARP エントリに自動的に変更されます。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. ipdhcppoolpool-name
4. updatearp
5. renewdenyunknown

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ipdhcppoolpool-name

DHCP アドレス プールを設定し、DHCP プール コンフィギュ
レーション モードを開始します。

例：
Device(config)# ip dhcp pool
WIRELESS-POOL

ステップ 4

updatearp
例：
Device(dhcp-config)# update arp

対応する DHCP リースに対する非セキュア ARP テーブル エン
トリを保護します。
• 既存のアクティブ DHCP リースは更新されるまで保護され
ません。no updatearp コマンドを使用すると、セキュア
ARP テーブル エントリがダイナミック ARP テーブル エン
トリに再び変更されます。
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

renewdenyunknown

（任意）不明クライアントの更新ポリシーを設定します。

例：

• このコマンドの適用については、トラブルシューティング
のヒント, （175 ページ）セクションを参照してください。

Device(dhcp-config)# renew deny
unknown

トラブルシューティングのヒント
debug ip dhcp server class コマンドを使用して、クラス照合の結果を表示します。

インターフェイスでサブスクライバ数を制御するための DHCP リース
制限の設定
インターフェイスで許可する DHCP リースの数を制限するには、この作業を実行します。
この機能により、ISP は、クライアントが使用できるリースの数を、インターフェイスにおいて世
帯ごとまたは接続ごとに制限できます。
アンナンバード インターフェイスを介してクライアントに直接接続する Cisco IOS XE DHCP サー
バでこの機能を有効化すると、サーバは、アドレスを割り当て、サブインターフェイスごとにリー
スの数をインクリメントします。新しいクライアントが IP アドレスを取得しようとし、一方で、
サブインターフェイスでのリースの数が設定済みのリース制限にすでに達している場合、サーバ
は IP アドレスを提供しません。

（注）

この機能は、ナンバード インターフェイスではサポートされません。リース制限は、RBE ア
ンナンバード インターフェイスまたはシリアル アンナンバード インターフェイスでの ATM
に対してのみ適用できます。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. ipdhcplimitleaselog
4. interfacetypenumber
5. ipdhcplimitleaselease-limit
6. end
7. showipdhcplimitlease[typenumber]
8. showipdhcpserverstatistics[typenumber]
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ipdhcplimitleaselog
例：
Device(config)# ip dhcp limit lease
log

ステップ 4

interfacetypenumber

（任意）DHCP リース制限しきい値を超えた場合、DHCP
リース違反ロギングをイネーブルにします。
• このコマンドを設定すると、showipdhcplimitlease コマ
ンドの出力に、リース制限違反が表示されます。
インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Device(config)# interface
Serial0/0/0

ステップ 5

ipdhcplimitleaselease-limit
例：
Device(config-if)# ip dhcp limit
lease 6

ステップ 6

end

インターフェイスごとに DHCP クライアントに提供される
リースの数を制限します。
• インターフェイス構成は、ipdhcplimitleaseperinterface
グローバル コンフィギュレーション コマンドで指定し
たグローバル設定よりも優先されます。
コンフィギュレーション モードを終了し、特権 EXEC モー
ドに戻ります。

例：
Device(config-if)# end

ステップ 7

showipdhcplimitlease[typenumber]
例：
Device# show ip dhcp limit lease
Serial0/0/0

（任意）リース制限しきい値の違反が発生した回数を表示
します。
• clearipdhcplimitlease 特権 EXEC コマンドを使用して、
保存されているリース違反エントリを手動でクリアで
きます。
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コマンドまたはアクション
ステップ 8

目的

showipdhcpserverstatistics[typenumber] （任意）DHCP サーバ統計情報を表示します。
例：
Device# show ip dhcp server
statistics Serial 0/0/0

トラブルシューティングのヒント
debug ip dhcp server packet コマンドおよび debug ip server events コマンドを使用して、DHCP
リース制限をトラブルシューティングできます。

アカウンティングおよびセキュリティ対応の DHCP サー
ビスの設定例
例：DHCP アカウンティング対応の AAA および RADIUS の設定
次の例は、DHCP アカウンティング対応の AAA および RADIUS の設定方法を示しています。
aaa new-model
aaa group server radius RGROUP-1
server 10.1.1.1 auth-port 1645 acct-port 1646
exit
aaa accounting network RADIUS-GROUP1 start-stop group RGROUP-1
aaa session-id common
ip radius source-interface GigabitEthernet0/0/0
radius-server host 10.1.1.1 auth-port 1645 acct-port 1646
radius-server attribute 31 send nas-port-detail mac-only
radius-server retransmit 3
exit

例：DHCP アカウンティングの設定
DHCP アカウンティングは、クライアント単位またはリース単位で設定します。個別の DHCP ア
カウンティング処理をプール単位に設定できます。次の例では、RADIUS-GROUP1 が start-stop グ
ループとして設定されている場合、DHCP アカウンティングの START および STOP メッセージを
送信するように設定する例を示します。
ip dhcp pool WIRELESS-POOL
accounting RADIUS-GROUP1
exit
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例：DHCP アカウンティングの確認
DHCP 対応の RADIUS と AAA の両方を設定した後で、DHCP アカウンティングを有効化します。
DHCP START および STOP アカウンティング生成情報は、debugradiusaccounting コマンドおよび
debugipdhcpserverevents コマンドを使用してモニタできます。DHCP アカウンティングで導入さ
れた AAA 属性のリストについては、このモジュールの「RADIUS アカウンティング属性」セク
ションを参照してください。
次に、debugradiusaccounting コマンドの出力例を示します。この出力では、DHCP リース セッ
ション ID、MAC アドレス、およびクライアント インターフェイスの IP アドレスが示されていま
す。
00:00:53:
00:00:53:
00:00:53:
len 76
00:00:53:
00:00:53:
00:00:53:
00:00:53:
00:00:53:
00:00:53:
00:00:53:
00:00:53:

RADIUS: Pick NAS IP for uid=2 tableid=0 cfg_addr=10.0.18.3 best_addr=0.0.0.0
RADIUS(00000002): sending
RADIUS(00000002): Send to unknown id 21645/1 10.1.1.1 :1646, Accounting-Request,
RADIUS:
RADIUS:
RADIUS:
RADIUS:
RADIUS:
RADIUS:
RADIUS:
RADIUS:

authenticator C6 FE EA B2 1F 9A 85 A2 - 9A 5B 09 B5 36 B5 B9 27
Acct-Session-Id [44] 10 "00000002"
Framed-IP-Address [8] 6 10.0.0.10
Calling-Station-Id [31] 16 "00000c59df76"
Acct-Status-Type [40] 6 Start [1]
Service-Type [6] 6 Framed [2]
NAS-IP-Address [4] 6 10.0.18.3
Acct-Delay-Time [41] 6 0

次に、debug ip dhcp server events コマンドの出力例を示します。この出力は、DHCP サーバで生
成されたもので、DHCP リースをネゴシエートするクライアントとサーバの間の DHCP メッセー
ジの交換を示しています。DHCP サーバに送信される、クライアントが割り当てられた IP アドレ
スを受け入れたことを示す確認応答により、アカウンティング START メッセージがトリガーされ
ます。これは、次の出力では最後の行に示されています。
00:45:50:DHCPD:DHCPDISCOVER received from client
0063.6973.636f.2d30.3030.312e.3432.6339.2e65.6337.352d.4574.31 on
interface GigabitEthernet0/0/0.
00:45:52:DHCPD:assigned IP address 10.10.10.16 to client
0063.6973.636f.2d30.3030.312e.3432.6339.2e65.6337.352d.4574.31.
00:45:52:DHCPD:Sending DHCPOFFER to client
0063.6973.636f.2d30.3030.312e.3432.6339.2e65.6337.352d.4574.31(10.10.10.16)
00:45:52:DHCPD:broadcasting BOOTREPLY to client 0001.42c9.ec75.
00:45:52:DHCPD:DHCPREQUEST received from client
0063.6973.636f.2d30.3030.312e.3432.6339.2e65.6337.352d.4574.31.
00:45:52:DHCPD:Sending DHCPACK to client
0063.6973.636f.2d30.3030.312e.3432.6339.2e65.6337.352d.4574.31
(10.10.10.16).
00:45:52:DHCPD:broadcasting BOOTREPLY to client 0001.42c9.ec75.
00:45:52:DHCPD:triggered Acct Start for 0001.42c9.ec75 (10.10.10.16).

次に、debug ip dhcp server events コマンドの出力例を示します。この出力は、DHCP サーバで生
成されたもので、DHCP クライアントからの明示的なリリース メッセージの受信を示しています。
DHCP サーバは、アカウンティング STOP メッセージをトリガーし、次に IP アドレスを DHCP
プールに戻します。次の出力の 3 行目に、アカウンティング STOP メッセージに関する情報が示
されています。
00:46:26:DHCPD:DHCPRELEASE message received from client
0063.6973.636f.2d30.3030.312e.3432.6339.2e65.6337.352d.4574.31 (10.10.10.16)
00:46:26:DHCPD:triggered Acct Stop for (10.10.10.16).
00:46:26:DHCPD:returned 10.10.10.16 to address pool WIRELESS-POOL.
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例：DHCP リース制限の設定
次の例では、5 つの DHCP クライアントが IP アドレスを受け取ることが許可されています。6 つ
めのクライアントが IP アドレスを取得しようとした場合、DHCPDISCOVER メッセージは DHCP
サーバに転送されず、トラップが SNMP マネージャに送信されます。
ip dhcp limit lease log
!
ip dhcp pool pool1
network 10.1.1.0 255.255.255.0
!
interface loopback0
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
!
interface serial 0/0.2 point-to-point
ip dhcp limit lease 5
ip unnumbered loopback0
exit
snmp-server enable traps dhcp interface

その他の参考資料
ここでは、アカウンティングおよびセキュリティ目的での DHCP サービスを設定することに関す
る関連資料について説明します。
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

ARP コマンド：コマンド構文の詳細、コマンド 『Cisco IOS IP Addressing Services Command
モード、デフォルト、使用上の注意事項、およ Reference』
び例
DHCP コマンド：コマンド構文の詳細、コマン 『Cisco IOS IP Addressing Services Command
ド モード、デフォルト、使用上の注意事項、お Reference』
よび例
DHCP の概念情報

「DHCP の概要」モジュール

DHCP サーバ設定

「Cisco IOS XE DHCP サーバの設定」モジュー
ル

DHCP ODAP の設定

「DHCP サーバ オンデマンド アドレス プール
マネージャの設定」モジュール

DHCP クライアント設定

「Cisco IOS XE DHCP クライアントの設定」モ
ジュール
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その他の参考資料

関連項目

マニュアル タイトル

DHCP リレー エージェント設定

「Cisco IOS XE DHCP リレー エージェントの設
定」モジュール

AAA および RADIUS の設定作業

『Cisco IOS Security Configuration Guide』

AAA および RADIUS コマンド：コマンド構文 『Cisco IOS Security Command Reference』
の詳細、コマンド モード、デフォルト、使用上
の注意事項、および例

MIB
MIB

MIB のリンク

この機能によってサポートされる新しい MIB
または変更された MIB はありません。またこ
の機能による既存 MIB のサポートに変更はあ
りません。

選択したプラットフォーム、Cisco IOS XE ソフ
トウェア リリース、およびフィーチャ セット
の MIB の場所を検索し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
説明

リンク

右の URL にアクセスして、シスコのテクニカ http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
ル サポートを最大限に活用してください。これ
らのリソースは、ソフトウェアをインストール
して設定したり、シスコの製品やテクノロジー
に関する技術的問題を解決したりするために使
用してください。この Web サイト上のツール
にアクセスする際は、Cisco.com のログイン ID
およびパスワードが必要です。
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シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

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

アカウンティングおよびセキュリティ対応の DHCP サー
ビスの機能情報
次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト
ウェア リリース トレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェア リリースだけを
示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェア リリースでも
サポートされます。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
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表 13：アカウンティングおよびセキュリティ対応の DHCP サービスの機能情報

機能名

リリース

機能の設定情報

インターフェイスごとの DHCP Cisco IOS XE Release 2.1
リース制限および統計情報

この機能は、インターフェイス
上の DHCP クライアントに提供
する DHCP リース数を制限しま
す。DHCP サーバ統計情報レ
ポートは、インターフェイスレ
ベルの統計情報を表示するため
に拡張されました。
この機能により、次のコマンド
が導入または変更されました。
ipdhcplimitlease、
ipdhcplimitleaselog、
clearipdhcplimitlease、
showipdhcplimitlease、および
showipdhcpserverstatistics。

DHCP アカウンティング

Cisco IOS XE Release 2.1
Cisco IOS XE Release 3.9S

DHCP アカウンティングによ
り、DHCP 設定対応の AAA お
よび RADIUS サポートが導入
されます。
この機能により、次のコマンド
が導入されました。
accounting。
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機能名

リリース

機能の設定情報

DHCP セキュア IP アドレス割
り当て

Cisco IOS XE Release 2.3

DHCP セキュア IP アドレス割
り当ては、DHCP データベース
内で DHCP リースに対する
ARP テーブル エントリを保護
する機能を提供します。この機
能では、クライアントの MAC
アドレスを DHCP バインディン
グに保護して同期させること
で、無許可のクライアントまた
はハッカーが DHCP サーバをス
プーフィングして、許可された
クライアントの DHCP リースを
横取りすることを防ぎます。

Cisco IOS XE Release 3.9S

この機能により、次のコマンド
が導入されました。
updatearp。
この機能により次のコマンドが
変更されました。
showipdhcpserverstatistics。
ARP 自動ログオフ

Cisco IOS XE Release 3.9S

ARP 自動ログオフ機能は、許
可クライアントの詳細な制御お
よびプローブを提供することで
DHCP 許可 ARP を拡張し、ロ
グオフを検出します。
この機能により、次のコマンド
が導入されました。
arpprobeinterval。
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章

ISSU および SSO - DHCP ハイ アベイラビリ
ティ機能
Cisco IOS XE Release 2.1 および 2.3 には、次に示す一連の Dynamic Host Configuration Protocol
（DHCP）ハイ アベイラビリティ機能が導入されています。
• ISSU - DHCP サーバ
• SSO - DHCP サーバ
• ISSU - アンナンバード インターフェイス上の DHCP リレー
• SSO - アンナンバード インターフェイス上の DHCP リレー
• ISSU - DHCP プロキシ クライアント
• SSO - DHCP プロキシ クライアント
• ISSU - DHCP ODAP クライアントおよびサーバ
• SSO - DHCP ODAP クライアントおよびサーバ
動作の冗長モードをステートフル スイッチオーバー（SSO）に設定した場合は、これらの機能が
デフォルトでイネーブルになっています。
• 機能情報の確認, 190 ページ
• DHCP ハイ アベイラビリティの前提条件, 190 ページ
• DHCP ハイ アベイラビリティの制約事項, 190 ページ
• DHCP ハイ アベイラビリティについて, 190 ページ
• DHCP ハイ アベイラビリティの設定方法, 195 ページ
• DHCP ハイ アベイラビリティの設定例, 195 ページ
• その他の参考資料, 195 ページ
• DHCP ハイ アベイラビリティ機能の機能情報, 197 ページ
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機能情報の確認

• 用語集, 198 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、Bug Search Tool およびご使用の
プラットフォームおよびソフトウェア リリースのリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールで説明される機能に関する情報、および各機能がサポートされるリリースの一覧につい
ては、機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

DHCP ハイ アベイラビリティの前提条件
• Cisco IOS XE In-Service Software Upgrade（ISSU）プロセスが設定されていて、正常に稼働し
ている必要があります。詳細については、「Cisco IOS XE In-Service Software Upgrade Process」
機能モジュールを参照してください。
• ステートフル スイッチオーバー（SSO）が設定されており、正常に稼働している必要があり
ます。詳細については、「Stateful Switchover」機能モジュールを参照してください。
• NSF が設定されており、正常に稼働している必要があります。詳細については、「Cisco
Nonstop Forwarding」機能モジュールを参照してください。

DHCP ハイ アベイラビリティの制約事項
DHCP ハイ アベイラビリティ機能では、DHCP アカウンティングも DHCP Authorized アドレス解
決プロトコル（ARP）もサポートしていません。

DHCP ハイ アベイラビリティについて
ISSU
ISSU プロセスは、パケット転送の実行中に Cisco IOS XE ソフトウェアの更新や変更を可能にしま
す。ほとんどのネットワークでは、計画的なソフトウェア アップグレードがダウンタイムの大き
な原因になっています。ISSU を使用すると、パケット転送中に Cisco IOS XE ソフトウェアを変更
できるため、ネットワーク可用性が向上し、計画的なソフトウェア アップグレードによってダウ
ンタイムを短縮できます。
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SSO

SSO
SSOとは、アプリケーションおよび機能でアクティブおよびスタンバイのルートプロセッサ（RP）
の間で定義された状態を維持できるようにする Cisco IOS XE ソフトウェアの実装を指します。
二重 RP をサポートしているシスコの特定のネットワーキング デバイスでは、SSO は RP 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。SSO 機能では、RP の 1 つをアク
ティブ RP に設定し、もう 1 つの RP をスタンバイ RP に指定してから、RP 間で重要な状態情報を
同期化することによって RP の冗長構成を活用します。2 つのプロセッサの初回同期後、SSO はこ
れらの間の RP ステート情報をダイナミックに維持します。
アクティブ RP に障害が発生したとき、アクティブ RP がネットワーキング デバイスから削除され
たとき、またはメンテナンスのために手動で停止されたときに、アクティブ プロセッサからスタ
ンバイ プロセッサへのスイッチオーバーが発生します。

ISSU および SSO - DHCP サーバ
ISSU および SSO 対応の DHCP サーバでは、スタンバイ RP に対するルータのフェール オーバー
が発生していることを検出し、そのスイッチオーバー イベントをまたがって DHCP リースを維持
できます。
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各 DHCP バインディングは、リースの確定時にアクティブ RP からスタンバイ RP に同期化され、
再作成されます。次の図は、このプロセスを示しています。リースの拡張およびリリースもスタ
ンバイ RP に同期化されます。
図 11：アクティブとスタンバイのルート プロセッサ間で状態を維持する DHCP サーバ

ISSU および SSO - アンナンバード インターフェイス上の DHCP リレー
DHCP リレー エージェントでは、アンナンバード インターフェイスの使用をサポートしていま
す。アンナンバード インターフェイスを介して DHCP クライアントが接続される場合、DHCP リ
レー エージェントでは、その DHCP クライアントがアドレスを取得してからスタティック ホスト
ルートを自動で追加します。このとき、アンナンバード インターフェイスは、発信インターフェ
イスに指定されます。リース時間経過後、またはクライアントがアドレスをリリースした場合、
ルートは自動的に削除されます。
アンナンバード インターフェイスで Cisco IOS XE DHCP リレー エージェントを使用できるように
するには、アンナンバード インターフェイスで iphelper-address インターフェイス コンフィギュ
レーション コマンドを設定する必要があります。詳細については、「Cisco IOS XE DHCP リレー
エージェントの設定」コンフィギュレーション モジュールを参照してください。
ISSU および SSO のアンナンバード インターフェイス上の DHCP リレー機能によって、アンナン
バード インターフェイスを介して接続されているクライアントに対するホスト ルートでハイ ア
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ベイラビリティをサポートできるようになります。DHCP リレー エージェントでは、ルータがス
タンバイ RP へのフェール オーバー中であることを検出して、アンナンバード インターフェイス
に関連する状態を保持できるようになります。次の図は、このプロセスを示しています。
図 12：IP アンナンバード インターフェイスの状態を維持する DHCP

ISSU および SSO - DHCP プロキシ クライアント
DHCP プロキシ クライアントを使用することにより、ルータでは、リモート ポイントツーポイン
ト プロトコル（PPP）クライアント用に、設定パラメータのためのリースを DHCP サーバから取
得できるようになります。ISSU および SSO 対応の DHCP プロキシ クライアントでは、DHCP サー
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バからのリースを要求でき、リースの状態がアクティブとスタンバイの RP 間で同期化されます。
次の図は、このプロセスを示しています。
図 13：DHCP プロキシ クライアント リースの同期

ISSU および SSO - DHCP ODAP クライアントおよびサーバ
ISSU および SSO 対応の DHCP オンデマンド アドレス プール（ODAP）クライアントでは、DHCP
ODAP サーバからのサブネット用のリースを要求できます。DHCP ODAP サーバによってサブネッ
トがクライアントに割り当てられた後で、バインディングの更新によってリースの状態がアクティ
ブとスタンバイの RP 間で同期化されます。DHCP ODAP クライアントでは、スイッチオーバー
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イベントに続いて、同じサブネットからの IP アドレスの割り当てを続行でき、DHCP ODAP サー
バからのサブネットの更新も続行します。次の図は、このプロセスを示しています。
図 14：ODAP サブネット リースの同期

DHCP ハイ アベイラビリティの設定方法
設定タスクはありません。動作の冗長モードに SSO が設定されている場合、DHCP ハイ アベイラ
ビリティ機能はデフォルトでイネーブルになっています。

DHCP ハイ アベイラビリティの設定例
DHCP ハイ アベイラビリティ機能の設定例はありません。

その他の参考資料
ここでは、DHCP ハイ アベイラビリティ機能の設定に関連する参考資料について説明します。
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関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

DHCP コマンド：コマンド構文の詳細、コマン 『Cisco IOS IP Addressing Services Command
ド モード、コマンド履歴、デフォルト、使用上 Reference』
の注意事項、および例
DHCP の概念情報および設定情報

『Cisco IOS XE IP Addressing Services
Configuration Guide』

インサービス ソフトウェア アップグレード プ 「Cisco IOS XE In Service Software Upgrade
ロセスの概念情報および設定情報
Process」モジュール
ノンストップ フォワーディングの概念情報およ 「Cisco Nonstop Forwarding」モジュール
び設定情報
ステートフル スイッチオーバーの概念情報およ 「Stateful Switchover」モジュール
び設定情報

標準
規格

タイトル

この機能がサポートする新しい規格または変更 -された規格はありません。

MIB
MIB

MIB のリンク

この機能によってサポートされる新しい MIB
または変更された MIB はありません。

選択したプラットフォーム、Cisco IOS XE ソフ
トウェア リリース、およびフィーチャ セット
の MIB の場所を検索し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

RFC
RFC

タイトル

この機能でサポートが追加または変更された
RFC はありません。

--
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DHCP ハイ アベイラビリティ機能の機能情報

シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

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

DHCP ハイ アベイラビリティ機能の機能情報
次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト
ウェア リリース トレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェア リリースだけを
示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェア リリースでも
サポートされます。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
表 14：DHCP ハイ アベイラビリティ機能の機能情報

機能名

リリース

機能情報

ISSU - DHCP サーバ

Cisco IOS XE Release 2.1

DHCP サーバでは新たに、ISSU
がサポートされています。

SSO - DHCP サーバ

Cisco IOS XE Release 2.1

DHCP サーバでは新たに、SSO
がサポートされています。

IP アドレッシング：DHCP 構成ガイド
197

ISSU および SSO - DHCP ハイ アベイラビリティ機能
用語集

機能名

リリース

機能情報

ISSU - アンナンバード インター Cisco IOS XE Release 2.3
フェイス上の DHCP リレー

アンナンバード インターフェ
イス上の DHCP リレーでは、新
たに、ISSU がサポートされて
います。

SSO - アンナンバード インター Cisco IOS XE Release 2.1
フェイス上の DHCP リレー

アンナンバード インターフェ
イス上の DHCP リレーでは、新
たに、SSO がサポートされてい
ます。

ISSU - DHCP プロキシ クライア Cisco IOS XE Release 2.3
ント

DHCP プロキシ クライアントで
は新たに、ISSU がサポートさ
れています。

SSO - DHCP プロキシ クライア Cisco IOS XE Release 2.3
ント

DHCP プロキシ クライアントで
は新たに、SSO がサポートされ
ています。

ISSU - DHCP ODAP クライアン Cisco IOS XE Release 2.3
トおよびサーバ

DHCP ODAP クライアントおよ
びサーバでは新たに、ISSU が
サポートされています。

SSO - DHCP ODAP クライアン Cisco IOS XE Release 2.3
トおよびサーバ

DHCP ODAP クライアントおよ
びサーバでは新たに、SSO がサ
ポートされています。

用語集
CPE：顧客宅内機器。端末、電話機、モデムなどの終端機器で、サービス プロバイダーによって
提供され、カスタマー サイトに設置してネットワーク接続されています。
DSLAM：デジタル加入者線アクセス マルチプレクサ。DSL トラフィックを 1 つまたは複数のネッ
トワーク トランク ラインに多重化して、1 つのネットワークに複数のデジタル加入者線を接続す
るデバイスです。
ISSU：In Service Software Upgrade。ISSU は、パケット転送の続行中に Cisco IOS ソフトウェアを
更新または変更することができるようにするプロセスです。
ODAP：オンデマンド アドレス プール。ODAP を使用すると、アドレスの利用水準に応じて、IP
アドレスのプールのサイズをダイナミックに増減できます。設定の終わった ODAP には、ソース
サーバからリースされた 1 つ以上のサブネットが読み込まれ、DHCP クライアントまたは PPP セッ
ションからのアドレス要求に応じる準備ができます。
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RP：ルート プロセッサ。シャーシに搭載される、集中化されたコントロール ユニットの総称で
す。
SSO：ステートフル スイッチオーバー。SSO とは、アプリケーションや機能が、定義されている
ステートをアクティブ RP とスタンバイ RP との間で維持できる Cisco IOS ソフトウェアの実装を
指しています。スイッチングの発生時には、転送とセッションが維持されます。SSO が実装され
ているとネットワークは RP の障害を検出しなくなります。
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DHCPv6 リレーおよびサーバ：MPLS VPN サ
ポート
• 機能情報の確認, 201 ページ
• DHCPv6 リレーおよびサーバ：MPLS VPN サポートについて, 202 ページ
• DHCPv6 リレーおよびサーバの設定方法：MPLS VPN サポート, 202 ページ
• DHCPv6 サーバの設定例：MPLS VPN サポート, 205 ページ
• その他の参考資料, 206 ページ
• DHCPv6 リレーおよびサーバ：MPLS VPN サポートの機能情報, 207 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、Bug Search Tool およびご使用の
プラットフォームおよびソフトウェア リリースのリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールで説明される機能に関する情報、および各機能がサポートされるリリースの一覧につい
ては、機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
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DHCPv6 リレーおよびサーバ：MPLS VPN サポートについて

DHCPv6 リレーおよびサーバ：MPLS VPN サポートについ
て
DHCPv6 サーバおよびリレー：MPLS VPN サポート
マルチプロトコル ラベル スイッチング（MPLS）ベースのネットワークで管理対象の中央サービ
スを促進にするには、リソースを単一の VPN 専用にするのではなく、単一のリソースを使用し
て、複数の VPN を提供できるように、DHCPv6 を MPLS 認識型にする必要があります。
MPLS VPN の DHCPv6 サーバの実装では、DHCPv6 プールを VPN ルーティングおよび転送（VRF）
インスタンスに関連付けることができるように、プール単位の設定が可能です。DHCPv6 サーバ
は、さまざまな VRF とクライアントを区別し、それぞれの VRF プールから適切に IPv6 プレフィッ
クスを割り当てます。それと同時に、DHCPv6 バインディングはクライアントの VRF 情報を保存
します。
DHCPv6 リレーの実装では、リレー メッセージの転送先となる宛先 VRF インスタンスの設定が可
能です。リレーはクライアントのVPN情報追加すると同時に、サーバに向けられたクライアント
の DHCPv6 要求を転送します。その後、リレー エージェントは、サーバからの応答パケットに含
まれるクライアントの VPN 情報を処理します。
リレー エージェントは、対応するクライアントの VRF に委任されたプレフィックスの IPv6 スタ
ティック ルートを追加します。また、リレー エージェントのハイ アベイラビリティ（HA）機能
は、リレー プロセスで作成されたスタティック ルートの同期中に VRF 情報を同期します。
DHCPv6 リレーおよびサーバの VRF-Aware 機能は、デフォルトでは無効化されています。

DHCPv6 リレーおよびサーバの設定方法：MPLS VPN サ
ポート
MPLS VPN サポートに対応する VRF-Aware リレーおよびサーバの設定
VRF-Aware リレーの設定
（注）

この機能は特定のインターフェイスで設定する必要はありません。この機能を1つのデバイス
でのみグローバルに有効化する場合は、ステップ 1、2 および 3 を実行してください。
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MPLS VPN サポートに対応する VRF-Aware リレーおよびサーバの設定

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. ipv6dhcp-relayoptionvpn
4. interfacetypenumber
5. ipv6dhcprelayoptionvpn
6. ipv6dhcprelaydestinationipv6-address [interface-typeinterface-number | vrfvrf-name | global]
7. end

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ipv6dhcp-relayoptionvpn

IPv6 リレー VRF-Aware 機能の DHCP をグローバルに
イネーブルにします。

例：
Device(config)# ipv6 dhcp-relay option
vpn

ステップ 4

interfacetypenumber
例：

インターフェイスのタイプおよび番号を指定し、イン
ターフェイス コンフィギュレーション モードを開始
します。

Device(config)# interface gigabitethernet
0/0/0

ステップ 5

ipv6dhcprelayoptionvpn
例：
Device(config-if)# ipv6 dhcp relay option
vpn

ステップ 6

指定されたインターフェイスで IPv6 リレー VRF-Aware
機能の DHCP をイネーブルにします。このコマンドを
有効にすることで、ipv6dhcp-relayoptionvpn コマンド
を使用して有効化した構成を優先します。

ipv6dhcprelaydestinationipv6-address
クライアント メッセージを転送する宛先アドレスを指
[interface-typeinterface-number | vrfvrf-name | 定します。
global]
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コマンドまたはアクション

目的

例：
Device(config-if)# ipv6 dhcp relay
destination FE80::250:A2FF:FEBF:A056
ethernet 0/0

ステップ 7

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-if)# end

VRF-Aware サーバの設定
手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. interfacetypenumber
4. ipv6dhcpservervrfenable
5. end

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

interfacetypenumber
例：
Device(config)# interface
gigabitethernet 0/0/0
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インターフェイスのタイプおよび番号を指定し、イン
ターフェイス コンフィギュレーション モードを開始
します。

DHCPv6 リレーおよびサーバ：MPLS VPN サポート
DHCPv6 サーバの設定例：MPLS VPN サポート

ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

ipv6dhcpservervrfenable

インターフェイス上で DHCPv6 サーバ VRF-Aware 機
能をイネーブルにします。

例：
Device(config-if)# ipv6 dhcp server vrf
enable

ステップ 5

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-if)# end

DHCPv6 サーバの設定例：MPLS VPN サポート
例：VRF-Aware リレーの設定
Router# show ipv6 dhcp relay binding
Relay Bindings associated with default vrf:
Prefix: 2001:DB8:0:1::/64 (GigabitEthernet0/0/0)
DUID: 00030001AABBCC006500
IAID: 196609
lifetime: 2592000
expiration: 12:34:28 IST Oct 14 2010
Summary:
Total number of Relay bindings = 1
Total number of Relay bindings added by Bulk lease = 0

例：VRF-Aware サーバの設定
Router# show ipv6 dhcp binding
Client: FE80::A8BB:CCFF:FE00:6400
DUID: 00030001AABBCC006400
VRF : global
Interface : GigabitEthernet0/0/0
IA PD: IA ID 0x00030001, T1 302400, T2 483840
Prefix: 2001::1/64
preferred lifetime 604800, valid lifetime 2592000
expires at Oct 15 2010 03:18 PM (2591143 seconds)
Router# show ipv6 route status
IPv6 Routing Table - default - 4 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, U - Per-user Static route
B - BGP, R - RIP, I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2
IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary, D - EIGRP, EX - EIGRP external
ND - Neighbor Discovery
O - OSPF Intra, OI - OSPF Inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
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その他の参考資料

S

ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
2001::/64 [1/0]
via FE80::A8BB:CCFF:FE00:6400, GigabitEthernet0/0/0

その他の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

IPv6 アドレッシングと接続

『IPv6 Configuration Guide』

Cisco IOS コマンド

『Cisco IOS Master Commands
List, All Releases』

IPv6 コマンド

『Cisco IOS IPv6 Command
Reference』

Cisco IOS IPv6 機能

『Cisco IOS IPv6 Feature
Mapping』

標準および RFC
標準/RFC

タイトル

IPv6 に関する RFC

『IPv6 の RFC』

MIB
MIB

MIB のリンク
選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs
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DHCPv6 リレーおよびサーバ：MPLS VPN サポートの機能情報

シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

右の URL にアクセスして、シスコのテクニカ http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
ル サポートを最大限に活用してください。これ
らのリソースは、ソフトウェアをインストール
して設定したり、シスコの製品やテクノロジー
に関する技術的問題を解決したりするために使
用してください。この Web サイト上のツール
にアクセスする際は、Cisco.com のログイン ID
およびパスワードが必要です。

DHCPv6 リレーおよびサーバ：MPLS VPN サポートの機能
情報
次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト
ウェア リリース トレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェア リリースだけを
示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェア リリースでも
サポートされます。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
表 15：DHCPv6 リレーおよびサーバ：MPLS VPN サポートの機能情報

機能名

リリース

機能情報

DHCPv6 リレー：MPLS VPN サ Cisco IOS XE Release 3.3S
ポート

DHCPv6 リレーの実装では、リ
レー メッセージの転送先とな
る宛先 VRF インスタンスの設
定が可能です。
次のコマンドが導入または変更
されました。ipv6 dhcp relay
destination、ipv6 dhcp relay
option vpn、ipv6 dhcp server vrf
enable、show ipv6 dhcp relay
binding。
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機能名

リリース

DHCPv6 サーバ：MPLS VPN サ Cisco IOS XE Release 3.3S
ポート

機能情報
MPLS VPN サポートの DHCPv6
サーバの実装では、DHCPv6
プールを VRF インスタンスに
関連付けることができるよう
に、プール単位の設定が可能で
す。
次のコマンドが導入または変更
されました。ipv6 dhcp relay
destination、ipv6 dhcp relay
option vpn、ipv6 dhcp server vrf
enable、show ipv6 dhcp relay
binding。
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IPv6 アクセスサービス：DHCPv6 リレーエー
ジェント
Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6（DHCPv6）リレー エージェントは、クライアントの
リンク上に存在して、クライアントとサーバの間のメッセージ中継に使用されます。
• 機能情報の確認, 209 ページ
• IPv6 アクセス サービス：DHCPv6 リレー エージェントについて, 210 ページ
• IPv6 アクセス サービスの設定方法：DHCPv6 リレー エージェント, 214 ページ
• IPv6 アクセス サービスの設定例：DHCPv6 リレー エージェント, 215 ページ
• その他の参考資料, 215 ページ
• IPv6 アクセス サービス：DHCPv6 リレー エージェントの機能情報, 216 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、Bug Search Tool およびご使用の
プラットフォームおよびソフトウェア リリースのリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールで説明される機能に関する情報、および各機能がサポートされるリリースの一覧につい
ては、機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
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IPv6 アクセス サービス：DHCPv6 リレー エージェントに
ついて
DHCPv6 リレー エージェント
クライアントのリンク上に常駐する DHCPv6 リレー エージェントは、クライアントとサーバ間の
メッセージの中継に使用されます。DHCPv6 リレー エージェントの動作は、クライアントに対し
て透過的です。DHCPv6 クライアントは、リンクスコープを持つ予約済みのマルチキャスト アド
レスを使用して DHCPv6 サーバを探します。DHCPv6 クライアントと DHCPv6 サーバの間で直接
通信するには、両方を同じリンクに接続する必要があります。ただし、容易な管理、節約、また
はスケーラビリティが重要となるよう環境では、DHCPv6 クライアントから同じリンクに接続さ
れていない DHCPv6 サーバにメッセージを送信できるようにしてください。IPv6 アドレスは設定
されていますが、IPv6 DHCP リレーには IPv6 の有効化が必要になります。
プレフィックス委任の DHCPv6 リレー エージェント通知
プレフィックス委任についての DHCPv6 リレー エージェント通知を使用すると、DHCPv6 リレー
エージェントとして動作するデバイスは、リレー エージェントからクライアントに中継される
DHCPv6 RELAY-REPLY パケットの内容を確認することで、プレフィックス委任オプションを見
つけることができます。リレー エージェントはプレフィックス委任オプションを見つけると、委
任されているプレフィックスに関する情報を抽出し、その情報に一致する IPv6 スタティック ルー
トをリレー エージェントに挿入します。その後リレー経由でそのプレフィックスに宛てられたパ
ケットは、プレフィックス委任に含まれる情報に基づいて転送されます。IPv6 スタティック ルー
トは、プレフィックス委任のリース期間が経過するか、またはリレー エージェントがプレフィッ
クス委任を解放するクライアントから解放パケットを受信するまでは、ルーティング テーブルに
保持されます。
この機能を使用するためにユーザ設定は必要ありません。スタティック ルートの管理は、リレー
エージェントによって自動的に行われます。
IPv6 のルートは、リレー エージェントが RELAY-REPLY パケットを中継するときに追加され、
プレフィックス委任のリース期限が経過するか、リレーエージェントがリリースメッセージを受
信すると削除されます。リレー エージェントのルーティング テーブル内の IPv6 スタティック ルー
トは、プレフィックス委任のリース期間を延長すると更新できます。
DHCP - プレフィックス委任の DHCPv6 リレー エージェント通知機能により、リレー エージェン
トのルーティング テーブルにはスタティック IPv6 ルートが保持されます。登録された IPv6 アド
レスを使用すると、ユニキャスト RPF（uRPF）の動作が可能になりますが、そのためには、リ
バース ルックアップを実行するデバイスがリレー エージェント上の IPv6 アドレスの形式が正し
いことと、スプーフィングされていないことを確認できるようにします。リレー エージェントの
ルーティングテーブルに保持されたスタティックルートは、別のノードへのサブネットをアドバ
タイズするために、別のルーティングプロトコルに再配布できます。スタティックルートは、ク
ライアントから DHCP_DECLINE メッセージが送信されると削除されます。
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DHCPv6 リレーのオプション：ギガビットイーサネットおよびファストイーサネットインターフェ
イスの Remote-ID
DHCPv6 イーサネット リモート ID オプション機能は、中継される（RELAY-FORWARD）DHCPv6
パケットにリモート ID（remote-ID）オプションを追加します。
remote-ID オプションによって、ポート情報、システムの DUID、VLAN ID を含む情報が DHCPv6
サーバに提供されます。この情報は、クライアントのパケットが到達時に経由するリレーとリレー
上のポートの両方を一意に識別するために使用できます。DHCPv6 サーバはこの情報を使用して、
特定のユーザ、ホスト、または加入者モデムに固有のパラメータを選択します。
remote-ID オプションは RELAY-FORWARD パケットに自動的に追加されるため、ユーザ設定は不
要です。
DHCPv6 サーバは、RELAY-REPLY パケットで remote-ID オプションをエコーする必要はありませ
ん。Internet Assigned Numbers Authority（IANA）は、リレー エージェントの remote-ID オプション
に DHCPv6 オプション コード 37 を割り当てています。
remote-ID オプションが RELAY-REPLY パケットに含まれている場合、このオプションは、パケッ
トがクライアントに中継される前にパケットから取り除かれます。
DHCPv6 リレーのオプション：リロード永続インターフェイス ID
DHCPv6 リレー - リロード永続インターフェイス ID オプション機能により、インターフェイス ID
オプションは永続化されます。インターフェイス ID は、RELAY-REPLY パケットの転送に使用す
るインターフェイスを決定するために、リレー エージェントによって使用されます。永続
interface-ID オプションは、リレー エージェントとして機能するデバイスが、リロード時や停電時
にオフラインになっても変化しません。リレー エージェントとして機能するデバイスがオンライ
ンに戻ったときに、リレーエージェントの内部インターフェイスインデックスに変更が加えられ
ている可能性があります。たとえば、リレーエージェントがリブートし、インターフェイスイン
デックスのインターフェイスの数が変更されている場合、またはリレー エージェントが起動し、
リブート前よりも仮想インターフェイスの数が増えている場合などです。この機能を使用すると、
このような場合に問題の発生を防ぐことができます。
この機能は、インターフェイス名の短縮形として表現されるように DHCPv6 interface-ID オプショ
ンを変更します。DHCPv6 インターフェイス ID としてのインターフェイス名により、リロード後
にリレー エージェント上で物理インターフェイスまたは論理インターフェイスが変更されたこと
が原因で発生する可能性がある問題を回避できます。
DHCPv6 リレー チェーニング
DHCPv6 メッセージは、複数のリレー エージェントを経由することができます。この構成は、リ
レー チェーニングと呼ばれます。リレー チェーニング構成は、各リレー エージェントが DHCPv6
メッセージに情報を追加してから、そのメッセージを中継する場合にのみサポート可能になりま
す。この情報は、DHCPv6 が同じパスを経由して DHCPv6 クライアントに応答を返す中継に役立
ちます。
委任された IPv6 プレフィックスを利用するには、このプレフィックスがルーティング可能になっ
ている必要があります。実際の DHCPv6 プレフィックス委任（PD）クライアントは、委任ネット
ワークにルートを挿入することが許可されていない可能性があります。サービス プロバイダー
（SP）ネットワークにおいて、たとえば、エッジ デバイスは、一般に DHCPv6 リレー エージェ
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ントとして機能し、通常はこのエッジ デバイスが SP ネットワーク内でクライアントの PD バイン
ディングのルートを維持する責任を負っています。DHCPv6 の要求と応答が DHCPv6 リレーの
チェーンを経由して中継される場合は、ルーティングが透過的に処理されるようにするために、
Forwarding Information Base（FIB：転送情報ベース）に適切なルートを導入することが必要になる
場合があります（特に DHCPv6 PD）。

プレフィックス委任の DHCPv6 リレー エージェント通知
プレフィックス委任についての DHCPv6 リレー エージェント通知を使用すると、DHCPv6 リレー
エージェントとして動作するデバイスは、リレー エージェントからクライアントに中継される
DHCPv6 RELAY-REPLY パケットの内容を確認することで、プレフィックス委任オプションを見
つけることができます。リレー エージェントはプレフィックス委任オプションを見つけると、委
任されているプレフィックスに関する情報を抽出し、その情報に一致する IPv6 スタティック ルー
トをリレー エージェントに挿入します。その後リレー経由でそのプレフィックスに宛てられたパ
ケットは、プレフィックス委任に含まれる情報に基づいて転送されます。IPv6 スタティック ルー
トは、プレフィックス委任のリース期間が経過するか、またはリレー エージェントがプレフィッ
クス委任を解放するクライアントから解放パケットを受信するまでは、ルーティング テーブルに
保持されます。
この機能を使用するためにユーザ設定は必要ありません。スタティック ルートの管理は、リレー
エージェントによって自動的に行われます。
IPv6 のルートは、リレー エージェントが RELAY-REPLY パケットを中継するときに追加され、
プレフィックス委任のリース期限が経過するか、リレーエージェントがリリースメッセージを受
信すると削除されます。リレー エージェントのルーティング テーブル内の IPv6 スタティック ルー
トは、プレフィックス委任のリース期間を延長すると更新できます。
DHCP - プレフィックス委任の DHCPv6 リレー エージェント通知機能により、リレー エージェン
トのルーティング テーブルにはスタティック IPv6 ルートが保持されます。登録された IPv6 アド
レスを使用すると、ユニキャスト RPF（uRPF）の動作が可能になりますが、そのためには、リ
バース ルックアップを実行するデバイスがリレー エージェント上の IPv6 アドレスの形式が正し
いことと、スプーフィングされていないことを確認できるようにします。リレー エージェントの
ルーティングテーブルに保持されたスタティックルートは、別のノードへのサブネットをアドバ
タイズするために、別のルーティングプロトコルに再配布できます。スタティックルートは、ク
ライアントから DHCP_DECLINE メッセージが送信されると削除されます。

DHCPv6 リレーのオプション：イーサネット インターフェイスのリモート ID
この機能は、リモート ID（remote-ID）オプションを中継される（RELAY-FORWARD）DHCPv6
パケットに追加します。
remote-ID オプションでは、ポート情報、システムの DUID、VLAN ID などの情報を DHCPv6 サー
バに提供します。まとめると、この情報はクライアントのパケットが到達時に経由するリレー上
のポートとリレーの両方を一意に識別するために使用できます。DHCPv6 サーバはこの情報を使
用して、特定のユーザ、ホスト、または加入者モデムに固有のパラメータを選択します。この機
能は、現時点ではイーサネット インターフェイスに対してだけ機能します。
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この機能によってユーザ設定が追加されることはありません。remote-ID オプションは
RELAY-FORWARD パケットに自動的に追加されるため、ユーザ設定は必要ありません。
DHCPv6 サーバは、RELAY-REPLY パケットで remote-ID オプションをエコーする必要はありませ
ん。リレー エージェントの remote-ID オプションには、インターネット割り当て番号局（IANA）
によって DHCPv6 オプション コード 37 が割り当てられています。
remote-ID オプションが RELAY-REPLY パケットに含まれている場合、パケットがクライアント
に中継される前に、オプションはパケットから取り除かれます。

DHCPv6 リレーのオプション：リロード永続インターフェイス ID オプション
この機能により、interface-ID オプションが永続化されます。interface-ID オプションは、
RELAY-REPLY パケットの転送時に使用するインターフェイスを決定するために、リレー エー
ジェントによって使用されます。永続 interface-ID オプションは、リレー エージェントとして機能
するルータがオフライン（リロード時や停電時など）になっても変わりません。リレー エージェ
ントとして機能するルータがオンラインに戻ったときに、リレー エージェントの内部インター
フェイスインデックスに変更が加えられている可能性があります。たとえば、リレーエージェン
トがリブートし、インターフェイス インデックスのインターフェイスの数が変更されている場
合、またはリレー エージェントが起動し、リブート前よりも仮想インターフェイスの数が増えて
いる場合などです。この機能を使用すると、このような場合に問題が発生するのを防ぐことがで
きます。
この機能は、単純にインターフェイス名の短縮形として表現されるように DHCPv6 interface-ID オ
プションを変更します。この構文により、リロード後にリレー エージェント上で物理インター
フェイスまたは論理インターフェイスが変更されたことが原因で発生する可能性がある問題を回
避できます。

DHCPv6 リレー チェーニング
この機能により、interface-ID オプションが永続化されます。interface-ID オプションは、
RELAY-REPLY パケットの転送時に使用するインターフェイスを決定するために、リレー エー
ジェントによって使用されます。永続 interface-ID オプションは、リレー エージェントとして機能
するルータがオフライン（リロード時や停電時など）になっても変わりません。リレー エージェ
ントとして機能するルータがオンラインに戻ったときに、リレー エージェントの内部インター
フェイスインデックスに変更が加えられている可能性があります。たとえば、リレーエージェン
トがリブートし、インターフェイス インデックスのインターフェイスの数が変更されている場
合、またはリレー エージェントが起動し、リブート前よりも仮想インターフェイスの数が増えて
いる場合などです。この機能を使用すると、このような場合に問題が発生するのを防ぐことがで
きます。
この機能は、単純にインターフェイス名の短縮形として表現されるように DHCPv6 interface-ID オ
プションを変更します。この構文により、リロード後にリレー エージェント上で物理インター
フェイスまたは論理インターフェイスが変更されたことが原因で発生する可能性がある問題を回
避できます。
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IPv6 アクセス サービスの設定方法：DHCPv6 リレー エー
ジェント
DHCPv6 リレー エージェントの設定
手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. interfacetypenumber
4. ipv6 enable
5. ipv6dhcprelaydestinationipv6-address [interface-typeinterface-number]
6. end

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

interfacetypenumber
例：

インターフェイスのタイプおよび番号を指定し、イ
ンターフェイス コンフィギュレーション モードを開
始します。

Device(config)# interface gigabitethernet
4/2/0

ステップ 4

ipv6 enable
例：
Device(config-if)# ipv6 enable
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

ipv6dhcprelaydestinationipv6-address
[interface-typeinterface-number]

クライアント パケットを転送する宛先アドレスを指
定して、インターフェイスで DHCPv6 リレー サービ
スを有効化します。

例：
Device(config-if) ipv6 dhcp relay
destination FE80::250:A2FF:FEBF:A056
gigabitethernet 4/3/0

ステップ 6

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-if)# end

IPv6アクセスサービスの設定例：DHCPv6リレーエージェ
ント
例：DHCPv6 リレー エージェントの設定
Device# show ipv6 dhcp interface
Ethernet1/0 is in relay mode
Relay destinations:
3FFB:C00:C18:6:A8BB:CCFF:FE03:2701
Serial3/0 is in relay mode
Relay destinations:
3FFB:C00:C18:6:A8BB:CCFF:FE03:2600
FE80::A8BB:CCFF:FE03:2801 on Serial3/0
FF05::1:3

その他の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

Cisco IOS コマンド

『Cisco IOS Master Commands List, All Releases』

IPv6 コマンド

『Cisco IOS IPv6 Command Reference』

IPv6 アドレッシングと接続

『IPv6 Configuration Guide』
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関連項目

マニュアル タイトル

Cisco IOS IPv6 機能

『Cisco IOS IPv6 Feature Mapping』

標準および RFC
標準/RFC

タイトル

IPv6 に関する RFC

IPv6 の RFC

シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

右の URL にアクセスして、シスコのテクニカ http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
ル サポートを最大限に活用してください。これ
らのリソースは、ソフトウェアをインストール
して設定したり、シスコの製品やテクノロジー
に関する技術的問題を解決したりするために使
用してください。この Web サイト上のツール
にアクセスする際は、Cisco.com のログイン ID
およびパスワードが必要です。

IPv6 アクセス サービス：DHCPv6 リレー エージェントの
機能情報
次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト
ウェア リリース トレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェア リリースだけを
示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェア リリースでも
サポートされます。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
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表 16：IPv6 アクセス サービス：DHCPv6 リレー エージェントの機能情報

機能名
IPv6 アクセス サービス：
DHCPv6 リレー エージェント

リリース

機能情報
クライアントのリンク上に常駐
する DHCP リレー エージェン
トは、クライアントとサーバ間
のメッセージの中継に使用され
ます。
次のコマンドが導入または変更
されました。ipv6 dhcp relay
destination、show ipv6 dhcp
interface。

プレフィックス委任の DHCPv6
リレー エージェント通知

プレフィックス委任についての
DHCPv6 リレー エージェント通
知を使用すると、DHCPv6 リ
レー エージェントとして動作
するデバイスは、リレー エー
ジェントからクライアントに中
継される DHCPv6 パケットの内
容を確認することで、プレ
フィックス委任オプションを見
つけることができます。

DHCPv6 リレー：リロード永続
インターフェイス ID オプショ
ン

この機能により、interface-ID オ
プションが永続化されます。
interface-ID オプションは、
RELAY-REPLY パケットの転送
時に使用するインターフェイス
を決定するために、リレーエー
ジェントによって使用されま
す。
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IPv6 アクセス サービス：ステートレス
DHCPv6
ステートレス Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6（DHCPv6）機能では、DHCPv6 を使用
して、ノードのダイナミック状態を保持するサーバを必要としないパラメータでノードを設定で
きます。
• 機能情報の確認, 219 ページ
• IPv6 アクセス サービス：ステートレス DHCPv6 について, 220 ページ
• IPv6 アクセス サービスの設定方法：ステートレス DHCPv6, 220 ページ
• IPv6 アクセス サービスの設定例：ステートレス DHCPv6, 229 ページ
• その他の参考資料, 230 ページ
• IPv6 アクセス サービス：ステートレス DHCPv6 の機能情報, 231 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、Bug Search Tool およびご使用の
プラットフォームおよびソフトウェア リリースのリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールで説明される機能に関する情報、および各機能がサポートされるリリースの一覧につい
ては、機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
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IPv6 アクセス サービス：ステートレス DHCPv6 について
情報リフレッシュ サーバ オプション
DHCPv6 情報リフレッシュ オプションでは、クライアントが DHCPv6 から取得した情報をリフ
レッシュするまで待機する時間の長さの上限を指定できます。DHCPv6 サーバにアクセスして設
定をリフレッシュするタイミングをクライアントに通知できる、期間が設定されたアドレスまた
はその他のエンティティが存在しないため、このオプションは、ステートレス DHCPv6 で使用し
ます。

SIP サーバ オプション
Session Initiation Protocol（SIP）サーバ オプションには、1 つ以上の SIP アウトバウンド プロキシ
サーバにマッピングできるドメイン名または IPv6 アドレスのリストが含まれます。一方のオプ
ションでドメイン名のリストを伝送し、もう一方のオプションで 128 ビットの IPv6 アドレスのリ
ストを伝送します。
SIP は、マルチメディア セッションまたはコールを確立、変更、および終了できるアプリケーショ
ンレイヤ制御プロトコルです。SIP システムには、ユーザ エージェント、プロキシ サーバ、リダ
イレクトサーバ、レジストラなどのいくつかの論理コンポーネントがあります。ユーザエージェ
ントには SIP クライアントが含まれ、プロキシ サーバには常に SIP クライアントが含まれます。

SNTP サーバ オプション
SNTP サーバ オプションは、クライアントで同期に使用できる SNTP サーバの 1 つ以上の IPv6 ア
ドレスのリストを提供します。クライアントはこれらの SNTP サーバを使用して、システム時刻
を標準時刻サーバのシステム時刻に同期します。サーバは、SNTP サーバのリストを優先度の降順
に示す場合がありますが、クライアントは SNTP サーバのリストを順序指定されたリストとして
処理する必要があります。

IPv6アクセスサービスの設定方法：ステートレス DHCPv6
ステートレス DHCPv6 機能の設定
サーバは、クライアントに関連する状態を保持しません。たとえば、割り当てのプレフィックス
プールやレコードは保持されません。そのため、この機能は「ステートレス」DHCPv6 になりま
す。
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ステートレス DHCPv6 サーバの設定
手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. ipv6 dhcp poolpoolname
4. dns-serveripv6-address
5. domain-namedomain
6. exit
7. interfacetypenumber
8. ipv6 dhcp serverpoolname [rapid-commit] [preferencevalue] [allow-hint]
9. ipv6 nd other-config flag
10. end

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ipv6 dhcp poolpoolname
例：

Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6（DHCPv6）
設定情報プールを設定して、DHCPv6 プール コンフィ
ギュレーション モードを開始します。

Device(config)# ipv6 dhcp pool
dhcp-pool

ステップ 4

dns-serveripv6-address

DHCPv6 クライアントで使用できるドメイン ネーム シ
ステム（DNS）IPv6 サーバを指定します。

例：
Device(config-dhcp)# dns-server
2001:DB8:3000:3000::42
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

domain-namedomain

DHCPv6 クライアントのドメイン名を設定します。

例：
Device(config-dhcp)# domain-name
example.com

ステップ 6

exit
例：

DHCPv6 プール コンフィギュレーション モードを終了
して、デバイスをグローバル コンフィギュレーション
モードに戻します。

Device(config-dhcp)# exit

ステップ 7

interfacetypenumber
例：

インターフェイスのタイプと番号を指定し、デバイス
をインターフェイス コンフィギュレーション モードに
します。

Device(config)# interface serial 3

ステップ 8

ipv6 dhcp serverpoolname [rapid-commit] インターフェイスに対して DHCPv6 をイネーブルにし
[preferencevalue] [allow-hint]
ます。
例：
Device(config-if)# ipv6 dhcp server
dhcp-pool

ステップ 9

ipv6 nd other-config flag

IPv6 ルータ アドバタイズメント（RA）に「別のステー
トフル設定」フラグを設定します。

例：
Device(config-if)# ipv6 nd other-config
flag

ステップ 10

end
例：
Device(config-if)# end
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ステートレス DHCPv6 クライアントの設定
手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. interfacetypenumber
4. ipv6 address autoconfig [default]
5. end

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

interfacetypenumber
例：

インターフェイスのタイプと番号を指定し、デバイスを
インターフェイス コンフィギュレーション モードにしま
す。

Device(config)# interface serial 3

ステップ 4

ipv6 address autoconfig [default]
例：

インターフェイスに対してステートレス自動設定を使用
したIPv6アドレスの自動設定をイネーブルにし、インター
フェイスにおける IPv6 処理をイネーブルにします。

Device(config-if)# ipv6 address
autoconfig

ステップ 5

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-if)# end
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送信元ルーティング ヘッダー オプションを使用したパケットの処理の有効化
手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. ipv6 source-route
4. end

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ipv6 source-route

IPv6 タイプ 0 ルーティング ヘッダーの処理をイネー
ブルにします。

例：
Device(config)# ipv6 source-route

ステップ 4

end
例：
Device(config-if)# end

IP アドレッシング：DHCP 構成ガイド
224

特権 EXEC モードに戻ります。

IPv6 アクセス サービス：ステートレス DHCPv6
ステートレス DHCPv6 機能の設定

ステートレス DHCPv6 サーバ オプションのインポート
手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. ipv6dhcppoolpoolname
4. importdns-server
5. importdomain-name
6. end

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Router> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

ipv6dhcppoolpoolname

DHCPv6 設定情報プールを設定し、DHCPv6 プール コ
ンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Router(config)# ipv6 dhcp pool pool1

ステップ 4

importdns-server

DNS 再帰名サーバ オプションを DHCPv6 クライアン
トにインポートします。

例：
Router(config-dhcp)# import dns-server

ステップ 5

importdomain-name

ドメイン検索リスト オプションを DHCPv6 クライア
ントにインポートします。

例：
Router(config-dhcp)# import domain-name
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Router(config-dhcp)# end

SNTP サーバ オプションの設定
手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. ipv6dhcppoolpoolname
4. sntpaddressipv6-address
5. end

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ipv6dhcppoolpoolname

DHCPv6 設定情報プールを設定し、DHCPv6 プール
コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Device(config)# ipv6 dhcp pool pool1

ステップ 4

sntpaddressipv6-address
例：
Device(config-dhcp)# sntp address
2001:DB8:2000:2000::33
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クライアントに送信する SNTP サーバ リストを指定
します。
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-dhcp)# end

SIP サーバ情報のインポート
手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. ipv6dhcppoolpoolname
4. importsipaddress
5. importsipdomain-name
6. end

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Router> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

ipv6dhcppoolpoolname

DHCPv6 設定情報プールを設定し、DHCPv6 プール コ
ンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Router(config)# ipv6 dhcp pool pool1
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

importsipaddress

SIP サーバの IPv6 アドレス リスト オプションをアウト
バウンド SIP プロキシ サーバにインポートします。

例：
Router(config-dhcp)# import sip
address

ステップ 5

importsipdomain-name

SIP サーバのドメイン名リスト オプションをアウトバウ
ンド SIP プロキシ サーバにインポートします。

例：
Router(config-dhcp)# import sip
domain-name

ステップ 6

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Router(config-dhcp)# end

SNTP サーバ オプションのインポート
手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. ipv6dhcppoolpoolname
4. importsntpaddressipv6-address
5. end

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configureterminal
例：
Device# configure terminal
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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。
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IPv6 アクセス サービスの設定例：ステートレス DHCPv6

ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

ipv6dhcppoolpoolname

DHCPv6 設定情報プールを設定し、DHCPv6 プール
コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Device(config)# ipv6 dhcp pool pool1

ステップ 4

importsntpaddressipv6-address

SNTP サーバ オプションを DHCPv6 クライアントに
インポートします。

例：
Device(config-dhcp)# import sntp address
2001:DB8:2000:2000::33

ステップ 5

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-dhcp)# end

IPv6 アクセス サービスの設定例：ステートレス DHCPv6
例：ステートレス DHCPv6 機能の設定
次の例では、名前ルックアップ システムに関する情報でクライアントを設定するために DHCPv6
機能を使用する方法を示しています。サーバは、クライアントに渡される名前ルックアップ情報
を含む DHCP プールによって設定されています。プレフィックス プールを含める必要はありませ
ん。この DHCP プールは、ipv6 dhcp server コマンドを使用して、顧客（GigabitEthernet0/0/0）へ
のアクセス リンクに接続されています。このアクセス リンクでは、ipv6 nd other-config-flag コマ
ンドも有効化されています。このインターフェイスから送信された RA メッセージは、「別の」
（たとえば、アドレス以外の）設定情報に DHCPv6 を使用する必要があることをクライアントに
通知します。
ipv6 dhcp pool dhcp-pool
dns-server 2001:DB8:A:B::1
dns-server 2001:DB8:3000:3000::42
domain-name example.com
!
interface GigabitEthernet0/0/0
description Access link down to customers
ipv6 address 2001:DB8:1234:42::1/64
ipv6 nd other-config-flag
ipv6 dhcp server dhcp-pool

クライアントには DHCPv6 設定はありません。ただし、サービス プロバイダーへのアップリンク
（GigabitEthernet 0/0/0）に対して ipv6 address autoconfig コマンドを発行すると、次の 2 つのイベ
ントが発生します。
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その他の参考資料

• アドレスは、サーバから受信した RA メッセージ内のプレフィックスに基づいてインターフェ
イスに自動設定されます。
• 受信した RA メッセージに「別の設定」フラグが設定されている場合、インターフェイスは
DHCPv6 サーバから別の（たとえばアドレス以外の）設定を取得しようとします。

その他の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

IPv6 アドレッシングと接続

『IPv6 Configuration Guide』

Cisco IOS コマンド

『Cisco IOS Master Commands
List, All Releases』

IPv6 コマンド

『Cisco IOS IPv6 Command
Reference』

Cisco IOS IPv6 機能

『Cisco IOS IPv6 Feature
Mapping』

標準および RFC
標準/RFC

タイトル

IPv6 に関する RFC

IPv6 の RFC

MIB
MIB

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

リンク

右の URL にアクセスして、シスコのテクニカ http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
ル サポートを最大限に活用してください。これ
らのリソースは、ソフトウェアをインストール
して設定したり、シスコの製品やテクノロジー
に関する技術的問題を解決したりするために使
用してください。この Web サイト上のツール
にアクセスする際は、Cisco.com のログイン ID
およびパスワードが必要です。

IPv6 アクセス サービス：ステートレス DHCPv6 の機能情
報
次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト
ウェア リリース トレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェア リリースだけを
示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェア リリースでも
サポートされます。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
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表 17：IPv6 アクセス サービス：ステートレス DHCPv6 の機能情報

機能名

リリース

機能情報

IPv6 アクセス サービス：ス
テートレス DHCPv6

Cisco IOS XE Release 2.5

ステートレス DHCPv6 では、
DHCPv6 を使用して、ノードの
ダイナミック状態を保持する
サーバを必要としないパラメー
タでノードを設定できます。

Cisco IOS XE Release 3.9S

次のコマンドが導入または変更
されました。dns-server、
domain-name、import
dns-server、import
domain-name、import sip
address、import sip
domain-name、import sntp
address、ipv6 address
autoconfig、ipv6 dhcp pool、
ipv6 dhcp server、ipv6 nd
other-config-flag、ipv6
source-route、sntp address。
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章

IPv6 アクセスサービス：DHCPv6 プレフィッ
クス委任
Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6（DHCPv6）プレフィックス委任機能を使用すると、
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。
• 機能情報の確認, 233 ページ
• IPv6 アクセス サービス：DHCPv6 プレフィックス委任について, 234 ページ
• IPv6 アクセス サービスの設定方法：DHCPv6 プレフィックス委任, 240 ページ
• IPv6 アクセス サービスの設定例：DHCPv6 プレフィックス委任, 245 ページ
• その他の参考資料, 249 ページ
• IPv6 アクセス サービス：DHCPv6 プレフィックス委任の機能情報, 250 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、Bug Search Tool およびご使用の
プラットフォームおよびソフトウェア リリースのリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールで説明される機能に関する情報、および各機能がサポートされるリリースの一覧につい
ては、機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

IP アドレッシング：DHCP 構成ガイド
233

IPv6 アクセス サービス：DHCPv6 プレフィックス委任
IPv6 アクセス サービス：DHCPv6 プレフィックス委任について

IPv6 アクセス サービス：DHCPv6 プレフィックス委任に
ついて
DHCPv6 プレフィックス委任
IPv6 アクセス サービス - DHCPv6 プレフィックス委任機能を使用すると、リンク、サブネット、
およびサイトのアドレッシングの変更を管理できます。Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6
（DHCPv6）は、次のように定義されているステートフルおよびステートレスの情報を配信する環
境で使用できます。
• ステートフル プレフィックス委任：アドレス割り当ては集中管理されます。クライアント
は、アドレス自動設定やネイバー探索など、プロトコルからは得られない構成情報を取得す
る必要があります。
• ステートレス プレフィックス委任：ステートレス設定パラメータにより、ドメイン ネーム
システム（DNS）サーバのアドレスやドメイン検索リスト オプションなど、個々のクライア
ントのダイナミック状態をサーバで保持する必要がなくなります。
DHCPv6 の機能拡張により、プレフィックス委任も可能になります。ISP は、プレフィックス委任
を使用して、顧客のネットワーク内で使用するプレフィックスを顧客に割り当てるプロセスを自
動化できます。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）デバイスと顧客宅内機器（CPE）の間で行われます。ISP によってプレ
フィックスが顧客に委任されていると、顧客はプレフィックスをさらにサブネット化して顧客の
ネットワーク内のリンクに割り当てできるようなります。

プレフィックス委任のないノード設定
ステートレス DHCPv6 では、DHCPv6 を使用して、ノードのダイナミック状態を保持するサーバ
を必要としないパラメータでノードを設定できます。ステートレス DHCP の使用は、ルータによっ
てマルチキャストされるルータ アドバタイズメント（RA）メッセージで制御されます。Cisco IOS
XE DHCPv6 クライアントは、RA を受信するとステートレス DHCPv6 を呼び出します。Cisco IOS
XE DHCPv6 サーバは、DNS サーバやドメイン検索リスト オプションなどの設定パラメータでス
テートレス DHCPv6 要求に応答します。

クライアントとサーバの識別
各 DHCPv6 クライアントとサーバは、DHCP 固有識別子（DUID）によって識別されます。DUID
は、クライアント識別子およびサーバ識別子オプションで伝送されます。DUID はすべての DHCP
クライアントとサーバで一意であり、特定のクライアントまたはサーバに固定されます。DHCPv6
では、クライアントとサーバの両方の識別子にリンク層アドレスに基づく DUID を使用します。
デバイスは、最も小さい番号のインターフェイスの MAC アドレスを使用して DUID を形成しま
す。ネットワーク インターフェイスは、デバイスに永続的に接続されていると見なされます。
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DHCPv6 クライアントが 2 つのプレフィックスを要求し、そのプレフィックスの DUID が同じで
も Identity Association ID（IAID）が 2 つの異なるインターフェイス上で異なる場合、これらのプ
レフィックスは 2 つの異なるクライアント用と見なされ、両方のインターフェイス情報が保持さ
れます。

迅速なコミット
DHCPv6 クライアントは、迅速な 2 つのメッセージ交換（請求、応答）または 4 つのメッセージ
交換（請求、アドバタイズ、要求、応答）によって、サーバから設定パラメータを取得できます。
デフォルトでは、4 つのメッセージ交換が使用されます。rapid-commit オプションをクライアント
とサーバの両方で有効化すると、2 つのメッセージ交換が使用されます。

DHCPv6 クライアント、サーバ、およびリレーの機能
DHCPv6 クライアント、サーバ、およびリレーの機能は、インターフェイス上で相互排他的です。
これらの機能の 1 つが有効化されている場合、ユーザが同じインターフェイスに別の機能を設定
しようとすると、「Interface is in DHCP client mode」、「Interface is in DHCP server mode」、また
は「Interface is in DHCP relay mode」のいずれかのメッセージが表示されます。
ここでは、次の機能について説明します。

クライアント機能
DHCPv6 クライアント機能は、個々の IPv6 対応インターフェイスに対して有効化できます。
DHCPv6 クライアントは、DNS サーバのアドレスやドメイン検索リスト オプションなど、個々の
クライアントのダイナミック状態をサーバで保持する必要がない設定パラメータを要求したり、
受け入れたりできます。
DHCPv6 クライアントは、プレフィックスの委任を要求することもできます。委任デバイスから
取得したプレフィックスは、ローカルの IPv6 の一般的なプレフィックス プールに格納されます。
一般的なプレフィックス プールに格納されたプレフィックスは、他のアプリケーションから参照
できます。たとえば、一般的なプレフィックス プールを使用して、デバイスのダウンストリーム
インターフェイスに番号を割り当てることができます。
サーバの選択
DHCPv6 クライアントは、請求メッセージを送信し、サーバからアドバタイズ メッセージの応答
を収集することによって、サーバのリストを作成します。これらのメッセージには、優先度の値
に基づいてランクが付けられます。サーバは、優先度の値を明示的に指定してアドバタイズ メッ
セージに優先度オプションを追加できます。クライアントがサーバからプレフィックスを取得す
る必要がある場合は、プレフィックスをアドバタイズしたサーバだけが考慮されます。
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IAPD と IAID
Identity Association for Prefix Delegation（IAPD）は、要求側デバイスに割り当てられたプレフィッ
クスのコレクションです。要求側デバイスには、インターフェイスごとに 1 つずつなど、複数の
IAPD が存在する可能性があります。
各 IAPD は IAID で識別されます。IAID は、要求側デバイスによって選択され、要求側デバイス
上の IAPD IAID 間で一意になります。IAID は、デバイスに永続的に接続されていると見なされ
る、関連付けられたネットワーク インターフェイスの情報を使用するため、ルータをリブートし
ても変わりません。

サーバ機能
DHCPv6 サーバ機能は、個々の IPv6 対応インターフェイスに対して有効化できます。
DHCPv6 サーバは、DNS サーバのアドレスやドメイン検索リスト オプションなど、個々のクライ
アントのダイナミック状態をサーバで保持する必要がない設定パラメータを提供できます。プレ
フィックス委任を実行するように DHCPv6 サーバを設定できます。
クライアントのすべての設定パラメータはそれぞれ独立して DHCPv6 設定プールに設定され、そ
れらのプールは NVRAM に格納されます。設定プールには、起動時にインターフェイス上の特定
の DHCPv6 サーバに関連付けることができます。クライアントに委任されるプレフィックスは、
特定のクライアントに対してあらかじめ割り当てられたプレフィックスのリストとして指定する
か、または NVRAM にも格納される IPv6 ローカル プレフィックス プールとして指定できます。
手動で設定したプレフィックスのリストまたは IPv6 ローカル プレフィックス プールは、DHCPv6
設定プールによって参照および使用できます。
DHCPv6 サーバは、自動バインディング テーブルをメモリに保持して、サーバとクライアント間
のプレフィックスなどの設定パラメータの割り当てをトラッキングします。自動バインディング
は、リモート TFTP サーバやローカル NVRAM ファイル システムなどのデータベース エージェン
トに永続的に格納できます。
設定情報プール
DHCPv6 設定情報プールは名前付きエンティティであり、プールからクライアントへのパラメー
タの割り当てを制御する、利用可能な設定パラメータやポリシーに関する情報が格納されます。
プールは独立的に設定され、コマンドライン インターフェイス（CLI）を使用して DHCPv6 サー
ビスに関連付けられます。
各設定プールには、次の設定パラメータと動作情報を格納できます。
• プレフィックス委任情報には、次の項目が含まれます。
• プレフィックス プール名および関連付けられている推奨期間と有効期間
• 特定のクライアントの使用可能なプレフィックスのリストおよび関連付けられている推
奨期間と有効期間
• DNS サーバの IPv6 アドレスのリスト
• ドメイン検索リスト（DNS 解決のためのドメイン名を含む文字列）
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DHCP for IPv6 アドレスの割り当て
DHCPv6 を使用すると、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
クライアントに渡すことができます。DHCPv6 個別アドレス割り当て機能は、ホストが接続され
ているネットワークに基づいて、正しいプレフィックス内で重複しないようにアドレス割り当て
を管理します。アドレスは、1 つまたは複数のプレフィックス プールから割り当てることができ
ます。デフォルト ドメインや DNS ネーム サーバ アドレスなどの追加オプションをクライアント
に戻すことができます。アドレス プールを特定のインターフェイスまたは複数のインターフェイ
スで使用するように割り当てるか、サーバで自動的に適切なプールを検索するように設定できま
す。
プレフィックスの割り当て
プレフィックス委任ルータ（DHCPv6 サーバ）は、クライアントからの要求の受信時に、要求側
ルータ（DHCPv6 クライアント）に割り当てるプレフィックスを選択します。サーバは、スタ
ティックとダイナミックの割り当てメカニズムを使用して、要求側クライアントのプレフィック
スを選択できます。管理者は、DUID によって識別される特定クライアントの IAPD について、プ
レフィックスのリストおよび関連付けられている推奨期間と有効期間を手動で設定できます。
委任ルータはクライアントから要求を受信すると、クライアントのメッセージに IAPD に対して
設定されたスタティックバインディングがあるかどうかをチェックします。スタティックバイン
ディングがある場合、バインディングのプレフィックスがクライアントに返されます。そのよう
なバインディングが見つからない場合、サーバは他のソースからクライアントのプレフィックス
を割り当てようとします。
Cisco IOS XE DHCPv6 サーバは、IPv6 ローカル プレフィックス プールからダイナミックにプレ
フィックスを割り当てることができます。サーバはクライアントからプレフィックス要求を受信
すると、割り当てられていないプレフィックスをプールから取得しようとします。クライアント
が前に割り当てられたプレフィックスを解放すると、サーバはそれらのプレフィックスを再割り
当てできるようにプールに戻します。
IPv6 プレフィックス委任ルータは、Framed-IPv6-Prefix 属性を使用する RADIUS サーバなどの外部
装置に基づいて要求側ルータのプレフィックスを選択することもできます。
自動バインディング
各 DHCPv6 設定プールには、バインディング テーブルが関連付けられています。バインディング
テーブルには、明示的にクライアントに委任された設定プール内のすべてのプレフィックスのレ
コードが格納されます。バインディング テーブル内の各エントリに含まれる情報は次のとおりで
す。
• クライアントの DUID。
• クライアントの IPv6 アドレス。
• クライアントに関連付けられた IAPD のリスト。
• 各 IAPD に委任されたプレフィックスのリスト。
• 各プレフィックスの推奨期間と有効期間。
• このバインディング テーブルが属している設定プール。
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• プールを使用するサーバが実行されているネットワーク インターフェイス。
バインディング テーブルのエントリは、プレフィックスが設定プールからクライアントに委任さ
れるたびに自動的に作成され、そのエントリはクライアントがプレフィックス委任を更新、再バ
インディング、または確認すると更新されます。バインディング テーブルのエントリは、クライ
アントが自発的にバインディング内のすべてのプレフィックスを解放したとき、すべてのプレ
フィックスの有効期間が経過したとき、または管理者が clearipv6dhcpbinding コマンドを実行し
たときに削除されます。
バインディング データベース
バインディングデータベースが保存される永続的な各ストレージのことをデータベースエージェ
ントと呼びます。データベース エージェントには、FTP サーバなどのリモート ホストや NVRAM
などのローカル ファイル システムがあります。
自動バインディングは RAM に保持されます。また、永続的なストレージに保存できます。これ
により、システムのリロード後にクライアントに割り当てられたプレフィックスなどの設定に関
する情報が失われなくなります。バインディングはテキスト レコードとして格納されるため、メ
ンテナンスが容易です。各レコードには、次の情報が格納されます。
• クライアントに割り当てられた設定の DHCPv6 プール名。
• クライアントが要求を受信したインターフェイスの ID。
• クライアントの IPv6 アドレス。
• クライアントの DUID。
• IAPD の IAID。
• クライアントに委任されたプレフィックス。
• プレフィックス長。
• プレフィックスの推奨期間（秒単位）。
• プレフィックスの有効期間（秒単位）。
• プレフィックスの有効期限タイム スタンプ。
• 割り当てられたプレフィックスのオプションのローカル プレフィックス プール名。
DHCPv6 サーバ ステートレス自動設定
ステートレス設定パラメータの階層型 DHCPv6 により、ステートレスまたはステートフル DHCPv6
クライアントは、設定パラメータ（DHCPv6 オプション）をローカル DHCPv6 サーバ プールにエ
クスポートできます。ローカル DHCPv6 サーバは、インポートされた設定パラメータを他の
DHCPv6 クライアントに提供できます。
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次の図に、一般的なブロードバンド展開を示します。
図 15：ブロードバンド トポロジ

PE 方向の CPE インターフェイスは、ステートレスまたはステートフル DHCPv6 クライアントに
することができます。どちらの場合も、ISP 側の DHCPv6 サーバは、DNS サーバ アドレス、ドメ
イン名、簡易ネットワーク タイム プロトコル（SNTP）サーバなどの設定パラメータを CPE 上の
DHCP クライアントに提供できます。このような情報は ISP に固有です。
CPE は、DHCPv6 クライアント（たとえば、ISP に向けられたクライアント）であるだけでなく、
ホーム ネットワークに対する DHCPv6 サーバとして機能する場合もあります。たとえば、ネイ
バー探索に続けて、ステートレスまたはステートフルの DHCPv6 クライアントが CPE とホーム
デバイス（ホーム ルータや PC など）の間のリンクに現れることがあります。また、ホーム ネッ
トワークに提供される情報は、ISP 側の DHCPv6 サーバから取得されたものと同じでになること
もあります。この情報はダイナミックに変更される可能性があるため、CPE の設定でハード設定
することはできません。そのため、CPE 上の DHCPv6 コンポーネントでは、設定パラメータを
DHCPv6 クライアントから DHCPv6 サーバ プールに自動的にインポートできます。
DHCPv6 では、サーバ上の IPv6 に対して、次のオプションをサポートしています。
情報リフレッシュ サーバ オプション
DHCPv6 情報リフレッシュ オプションでは、クライアントが DHCPv6 から取得した情報をリフ
レッシュするまで待機する最大限の時間の長さを指定できます。DHCPv6 サーバにアクセスして
設定をリフレッシュするタイミングをクライアントに通知できる、ライフタイムが設定されたア
ドレスまたはその他のエンティティが存在しないため、このオプションは、ステートレス DHCPv6
で使用します。
NIS- および NIS+ 関連のサーバ オプション
NIS- および NIS+ 関連のオプションを使用して Network Information Service（NIS）アドレスや NIS
プラス（NIS+）アドレス、または DHCPv6 サーバのドメイン名を設定し、その情報を DHCPv6 ク
ライアントにインポートできます。
SIP サーバ オプション
Session Initiation Protocol（SIP）サーバ オプションには、1 つ以上の SIP アウトバウンド プロキシ
サーバにマッピングできるドメイン名または IPv6 アドレスのリストが含まれます。一方のオプ
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ションでドメイン名のリストを伝送し、もう一方のオプションで 128 ビットの IPv6 アドレスのリ
ストを伝送します。
SIP は、マルチメディア セッションまたはコールを確立、変更および終了できるアプリケーショ
ン層制御プロトコルです。SIP システムには、ユーザ エージェント、プロキシ サーバ、リダイレ
クトサーバ、レジストラなどのいくつかの論理コンポーネントがあります。ユーザエージェント
には SIP クライアントが含まれ、プロキシ サーバには常に SIP クライアントが含まれます。
SNTP サーバ オプション
SNTP サーバ オプションは、クライアントで同期に使用できる SNTP サーバの 1 つ以上の IPv6 ア
ドレスのリストを提供します。クライアントは、これらの SNTP サーバを使用して、システム時
刻を標準時刻サーバのシステム時刻に同期します。DHCPv6 サーバでは、優先順位が低い順に
SNTP サーバをリストすることも可能ですが、クライアントは SNTP サーバのリストを順序指定さ
れたリストとして処理する必要があります。

IPv6 アクセス サービスの設定方法：DHCPv6 プレフィッ
クス委任
DHCPv6 サーバ機能の設定
DHCPv6 設定プールの設定
手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. ipv6dhcppoolpoolname
4. domain-namedomain
5. dns-serveripv6-address
6. prefix-delegationipv6-prefix/prefix-lengthclient-duid [iaidiaid] [lifetime]
7. prefix-delegationpoolpoolname [lifetimevalid-lifetimepreferred-lifetime]
8. exit
9. interfacetypenumber
10. ipv6dhcpserverpoolname [rapid-commit] [preferencevalue] [allow-hint]
11. end
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場
合）。

Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ipv6dhcppoolpoolname

DHCPv6 設定情報プールを設定し、DHCPv6 プー
ル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Device(config)# ipv6 dhcp pool pool1

ステップ 4

domain-namedomain

DHCPv6 クライアントのドメイン名を設定しま
す。

例：
Device(config-dhcp)# domain-name example.com

ステップ 5

dns-serveripv6-address

DHCPv6 クライアントで使用できる DNS IPv6 サー
バを指定します。

例：
Device(config-dhcp)# dns-server
2001:DB8:3000:3000::42

ステップ 6

prefix-delegationipv6-prefix/prefix-lengthclient-duid 指定したクライアントの IAPD に委任される、手
[iaidiaid] [lifetime]
動設定済みの数値プレフィックスを指定します。
例：
Device(config-dhcp)# prefix-delegation
2001:DB8:1263::/48 0005000400F1A4D070D03

ステップ 7

prefix-delegationpoolpoolname
[lifetimevalid-lifetimepreferred-lifetime]

DHCPv6 クライアントに委任するプレフィックス
の名前付き IPv6 ローカル プレフィックス プール
を指定します。

例：
Device(config-dhcp)# prefix-delegation pool
pool1 lifetime 1800 60
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ステップ 8

コマンドまたはアクション

目的

exit

DHCPv6 プール コンフィギュレーション モード
を終了して、デバイスをグローバル コンフィギュ
レーション モードに戻します。

例：
Device(config-dhcp)# exit

ステップ 9

interfacetypenumber
例：

インターフェイスのタイプおよび番号を指定し、
インターフェイス コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

Device(config)# interface serial 3

ステップ 10

ipv6dhcpserverpoolname [rapid-commit]
[preferencevalue] [allow-hint]
例：
Device(config-if)# ipv6 dhcp server pool1

ステップ 11

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-if)# end

サーバ機能のバインディング データベース エージェントの設定
手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. ipv6dhcpdatabaseagent [write-delayseconds] [timeoutseconds]
4. end

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：
Device> enable
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ipv6dhcpdatabaseagent [write-delayseconds]
[timeoutseconds]

DHCPv6 バインディング データベース エージェン
トのパラメータを指定します。

例：
Device(config)# ipv6 dhcp database
tftp://10.0.0.1/dhcp-binding

ステップ 4

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config)# end

DHCPv6 クライアント機能の設定
一般的なプレフィックスは、DHCPv6 プレフィックス委任クライアントが受信したプレフィック
スからダイナミックに定義できます。委任済みプレフィックスは、一般的なプレフィックスに格
納されます。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. interfacetypenumber
4. ipv6dhcpclientpd {prefix-name | hintipv6-prefix} [rapid-commit]
5. end

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

interfacetypenumber
例：

インターフェイスのタイプおよび番号を指定し、イン
ターフェイス コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

Device(config)# interface fastethernet
0/0/0

ステップ 4

ipv6dhcpclientpd {prefix-name |
hintipv6-prefix} [rapid-commit]

DHCPv6 クライアント プロセスをイネーブルにし、指
定したインターフェイスを経由するプレフィックス委
任の要求をイネーブルにします。

例：
Device(config-if)# ipv6 dhcp client pd
dhcp-prefix

ステップ 5

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-if)# end

DHCPv6 バインディング テーブルからの自動クライアント バインディ
ングの削除
手順の概要
1. enable
2. clearipv6dhcpbinding [ipv6-address] [vrfvrf-name]

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：
Device> enable
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

clearipv6dhcpbinding [ipv6-address]
[vrfvrf-name]

DHCPv6 バインディング テーブルから自動クライアン
ト バインディングを削除します。

例：
Device# clear ipv6 dhcp binding

IPv6 アクセス サービスの設定例：DHCPv6 プレフィック
ス委任
例：DHCPv6 サーバ機能の設定
DHCPv6 クライアントは、ギガビット イーサネット インターフェイス 0/0/0 で DHCPv6 サーバに
接続されています。サーバは、dhcp-pool という名前の DHCP プール内のパラメータを使用するよ
うに設定されています。このプールは、DNS サーバの IPv6 アドレスと使用するドメイン名をクラ
イアントに提供します。また、プレフィックスを client-prefix-pool1 という名前のプレフィックス
プールから委任できるように指定しています。委任されたプレフィックスの有効期間と推奨期間
はそれぞれ 1800 秒と 600 秒に設定されています。client-prefix-pool1 という名前のプレフィックス
プールには、長さが /40 のプレフィックスがあり、そのプレフィックスから長さが /48 の（サブ）
プレフィックスが委任されます。
ipv6 dhcp pool dhcp-pool
prefix-delegation pool client-prefix-pool1 lifetime 1800 600
dns-server 2001:DB8:3000:3000::42
domain-name example.com
!
description downlink to clients
ipv6 address FEC0:240:104:2001::139/64
ipv6 dhcp server dhcp-pool
!
ipv6 local pool client-prefix-pool1 2001:DB8:1200::/40 48

次の show ipv6 dhcp コマンドの例では、デバイスの DUID を示しています。
Router# show ipv6 dhcp
This device's DHCPv6 unique identifier(DUID): 000300010002FCA5DC1C

次の show ipv6 dhcp binding コマンドの例は、2 つのクライアントに関する情報（DUID、IAPD、
プレフィックス、推奨期間と有効期間など）を示しています。
Router# show ipv6 dhcp binding
Client: FE80::202:FCFF:FEA5:DC39 (GigabitEthernet2/1/0)
DUID: 000300010002FCA5DC1C
IA PD: IA ID 0x00040001, T1 0, T2 0
Prefix: 3FFE:C00:C18:11::/68
preferred lifetime 180, valid lifetime 12345
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expires at Nov 08 2002 02:24 PM (12320 seconds)
Client: FE80::202:FCFF:FEA5:C039 (GigabitEthernet2/1/0)
DUID: 000300010002FCA5C01C
IA PD: IA ID 0x00040001, T1 0, T2 0
Prefix: 3FFE:C00:C18:1::/72
preferred lifetime 240, valid lifetime 54321
expires at Nov 09 2002 02:02 AM (54246 seconds)
Prefix: 3FFE:C00:C18:2::/72
preferred lifetime 300, valid lifetime 54333
expires at Nov 09 2002 02:03 AM (54258 seconds)
Prefix: 3FFE:C00:C18:3::/72
preferred lifetime 280, valid lifetime 51111

次の show ipv6 dhcp database コマンドの例は、バインディング データベース エージェントである
TFTP、NVRAM、およびフラッシュに関する情報を示しています。
Router# show ipv6 dhcp database
Database agent tftp://172.19.216.133/db.tftp:
write delay: 69 seconds, transfer timeout: 300 seconds
last written at Jan 09 2003 01:54 PM,
write timer expires in 56 seconds
last read at Jan 06 2003 05:41 PM
successful read times 1
failed read times 0
successful write times 3172
failed write times 2
Database agent nvram:/dhcpv6-binding:
write delay: 60 seconds, transfer timeout: 300 seconds
last written at Jan 09 2003 01:54 PM,
write timer expires in 37 seconds
last read at never
successful read times 0
failed read times 0
successful write times 3325
failed write times 0
Database agent flash:/dhcpv6-db:
write delay: 82 seconds, transfer timeout: 3 seconds
last written at Jan 09 2003 01:54 PM,
write timer expires in 50 seconds
last read at never
successful read times 0
failed read times 0
successful write times 2220
failed write times 614

例：DHCPv6 設定プールの設定
次の show ipv6 dhcp pool コマンドの例は、svr-p1 という名前の設定プールに関する情報（svr-p1
プールで見つかったスタティックバインディング、プレフィックス情報、DNSサーバ、ドメイン
名など）を示しています。
Router# show ipv6 dhcp pool
DHCPv6 pool: svr-p1
Static bindings:
Binding for client 000300010002FCA5C01C
IA PD: IA ID 00040002,
Prefix: 3FFE:C00:C18:3::/72
preferred lifetime 604800, valid lifetime 2592000
IA PD: IA ID not specified; being used by 00040001
Prefix: 3FFE:C00:C18:1::/72
preferred lifetime 240, valid lifetime 54321
Prefix: 3FFE:C00:C18:2::/72
preferred lifetime 300, valid lifetime 54333
Prefix: 3FFE:C00:C18:3::/72
preferred lifetime 280, valid lifetime 51111
Prefix from pool: local-p1, Valid lifetime 12345, Preferred lifetime 180
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DNS server: 2001:DB8:1001::1
DNS server: 2001:DB8:1001::2
Domain name: example1.net
Domain name: example2.net
Domain name: example3.net
Active clients: 2
Current configuration : 22324 bytes
!
! Last configuration change at 14:59:38 PST Tue Jan 16 2001
! NVRAM config last updated at 04:25:39 PST Tue Jan 16 2001 by bird
!
hostname Router
!
ip cef
ipv6 unicast-routing
ipv6 cef
ipv6 cef accounting prefix-length
!
!
interface GigabitEthernet0/0/0
ip address 10.4.9.11 255.0.0.0
media-type 10BaseT
ipv6 address 2001:DB8:C18:1::/64 eui-64

例：DHCPv6 クライアント機能の設定
この DHCPv6 クライアントには、3 つのインターフェイスがあります。ギガビット イーサネット
インターフェイス 0/0/0 は、DHCPv6 サーバ機能が有効化されているサービス プロバイダーへの
アップストリーム リンクです。ファスト イーサネット インターフェイス 0/0/0 と 0/1/0 は、ロー
カル ネットワークへのリンクです。
アップストリーム インターフェイスであるギガビット イーサネット インターフェイス 0/0/0 で
は、DHCPv6 クライアント機能が有効化されています。プロバイダーによって委任されたプレ
フィックスは、prefix-from-provider という名前の一般的なプレフィックスに格納されます。
ローカル ネットワークであるファスト イーサネット インターフェイス 0/0/0 と 0/1/0 は、どちら
も prefix-from-provider という名前の一般的なプレフィックスに基づいてインターフェイス アドレ
スを割り当てます。アドレスの左側のビットは一般的なプレフィックスに基づき、右側のビット
はスタティックに指定されます。
interface GigabitEthernet 0/0/0
description uplink to provider DHCP IPv6 server
ipv6 dhcp client pd prefix-from-provider
!
interface FastEthernet 0/0/0
description local network 0
ipv6 address prefix-from-provider ::5:0:0:0:100/64
!
interface FastEthernet 0/1/0
description local network 1
ipv6 address prefix-from-provider ::6:0:0:0:100/64
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例：サーバ機能のデータベース エージェントの設定
DHCPv6 サーバは、TFTP プロトコルを使用して、アドレス 10.0.0.1 のサーバ上にある dhcp-binding
という名前のファイルにテーブル バインディングを格納するように設定されています。バイン
ディングは 120 秒ごとに保存されます。
ipv6 dhcp database tftp://10.0.0.1/dhcp-binding write-delay 120

次の例は、DHCP for IPv6 バインディング データベース エージェントのパラメータを指定して、
バインディング エントリをブートフラッシュに格納する方法を示しています。
ipv6 dhcp database bootflash

例：インターフェイスの DHCP サーバおよびクライアント情報の表示
次に、show ipv6 dhcp interface コマンドの出力例を示します。最初の例では、DHCPv6 サーバと
して機能するインターフェイスを持つルータでコマンドを使用しています。2 番目の例では、
DHCPv6 クライアントとして機能するインターフェイスを持つルータでコマンドを使用していま
す。
Router1# show ipv6 dhcp interface
is in server mode
Using pool: svr-p1
Preference value: 20
Rapid-Commit is disabled
Router2# show ipv6 dhcp interface
is in client mode
State is OPEN (1)
List of known servers:
Address: FE80::202:FCFF:FEA1:7439, DUID 000300010002FCA17400
Preference: 20
IA PD: IA ID 0x00040001, T1 120, T2 192
Prefix: 3FFE:C00:C18:1::/72
preferred lifetime 240, valid lifetime 54321
expires at Nov 08 2002 09:10 AM (54319 seconds)
Prefix: 3FFE:C00:C18:2::/72
preferred lifetime 300, valid lifetime 54333
expires at Nov 08 2002 09:11 AM (54331 seconds)
Prefix: 3FFE:C00:C18:3::/72
preferred lifetime 280, valid lifetime 51111
expires at Nov 08 2002 08:17 AM (51109 seconds)
DNS server: 2001:DB8:1001::1
DNS server: 2001:DB8:1001::2
Domain name: example1.net
Domain name: example2.net
Domain name: example3.net
Prefix name is cli-p1
Rapid-Commit is enabled
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その他の参考資料

その他の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

IPv6 アドレッシングと接続

『IPv6 Configuration Guide』

Cisco IOS コマンド

『Cisco IOS Master Commands
List, All Releases』

IPv6 コマンド

『Cisco IOS IPv6 Command
Reference』

Cisco IOS IPv6 機能

『Cisco IOS IPv6 Feature
Mapping』

標準および RFC
標準/RFC

タイトル

IPv6 に関する RFC

IPv6 の RFC

MIB
MIB

MIB のリンク
選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリー
ス、およびフィーチャ セットに関する MIB を
探してダウンロードするには、次の URL にあ
る Cisco MIB Locator を使用します。
http://www.cisco.com/go/mibs
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IPv6 アクセス サービス：DHCPv6 プレフィックス委任の機能情報

シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

右の URL にアクセスして、シスコのテクニカ http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
ル サポートを最大限に活用してください。これ
らのリソースは、ソフトウェアをインストール
して設定したり、シスコの製品やテクノロジー
に関する技術的問題を解決したりするために使
用してください。この Web サイト上のツール
にアクセスする際は、Cisco.com のログイン ID
およびパスワードが必要です。

IPv6 アクセス サービス：DHCPv6 プレフィックス委任の
機能情報
表 18：IPv6 アクセス サービス：DHCPv6 プレフィックス委任の機能情報

機能名
IPv6 アクセス サービス：
DHCPv6 プレフィックス委任

リリース

機能情報
DHCPv6 プレフィックス委任機
能を使用すると、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。
環境で DHCPv6 を使用して、ス
テートフル情報やステートレス
情報を配布できます。
次のコマンドが導入または変更
されました。clear ipv6 dhcp
binding、dns-server、
domain-name、ipv6 dhcp client
pd、ipv6 dhcp database、ipv6
dhcp pool、ipv6 dhcp server、
prefix-delegation、
prefix-delegation pool、show
ipv6 dhcp、show ipv6 dhcp
binding、show ipv6 dhcp
interface、show ipv6 dhcp
pool。
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章

DHCP for IPv6 ブロードバンド
DHCP for IPv6 ブロードバンド機能は、IPv6 ブロードバンドの展開をサポートする DHCP の強化
に焦点を合わせています。この機能では、デバイスのアカウンティング メッセージを有効にす
るために、委任デバイスが要求側デバイスのプレフィックスを選択する各種の方法と、PPP 仮想
インターフェイスが終了したときに、PPP 仮想インターフェイスに関連付けられた委任済みプレ
フィックスのバインディングを強制リリースする方法を簡潔に説明します。
• 機能情報の確認, 251 ページ
• DHCP for IPv6 ブロードバンドについて, 252 ページ
• DHCP for IPv6 ブロードバンドの設定方法, 253 ページ
• DHCP for IPv6 ブロードバンドの設定例, 255 ページ
• その他の参考資料, 256 ページ
• DHCP for IPv6 ブロードバンドの機能情報, 257 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、Bug Search Tool およびご使用の
プラットフォームおよびソフトウェア リリースのリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールで説明される機能に関する情報、および各機能がサポートされるリリースの一覧につい
ては、機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
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DHCP for IPv6 ブロードバンドについて
プレフィックス委任
IPv6 プレフィックス委任デバイスは、クライアントから要求を受信すると、要求側デバイスに割
り当てる IPv6 プレフィックスを選択します。委任デバイスは、次の方法で要求側デバイスのプレ
フィックスを選択できます。
• 利用可能なプレフィックスのプールからのダイナミック割り当て。
• RADIUS サーバから取得したプール名からのダイナミック割り当て。
• RADIUS サーバから取得したプレフィックスの割り当て。
IPv4 アドレス割り当てとは対照的に、IPv6 ユーザには、単一アドレスではなくプレフィックスが
割り当てられます。通常、インターネット サービス プロバイダー（ISP）は 64 ビットまたは 48
ビットのプレフィックスを割り当てます。

アカウンティング開始および停止メッセージ
PPP はレジストリを呼び出して、アカウンティング開始および停止のメッセージに、DHCPv6 が
委任済みプレフィックスの情報を追加できるようにします。アカウンティングが DHCPv6 プール
に設定されると、そのプールからバインドが提供された後で、中間アカウンティング パケットが
ブロードバンド セッションに送信されます。

バインディングの強制リリース
DHCPv6 サーバは、自動バインディング テーブルをメモリに保持して、サーバとクライアント間
のプレフィックスなどの設定パラメータの割り当てをトラッキングします。自動バインディング
は、データベースエージェントに永続的に格納できます。このようなデータベースエージェント
には、リモート TFTP サーバやローカル NVRAM ファイル システムなどがあります。
DHCPv6 では、PPP で使用される仮想インターフェイスの終了時にルーチンを呼び出します。こ
のルーチンは、終了している PPP 仮想インターフェイスに関連付けられた委任済みプレフィック
スのバインディングを自動的にリリースします。
PPP 仮想インターフェイスが終了すると、このルーチンは、DHCPv6 バインディングのテーブル
全体を通して一致するインターフェイスのチェックを実行します。PPP は仮想インターフェイス
を使用するため、このサブルーチンは、関連するリース情報を PPP 接続の終了時にクリアします。
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（注）

DHCPv6 を使用した IPv6 ブロードバンド展開では、ipv6 dhcp binding track ppp を使用して、
PPP 仮想インターフェイスに関連付けられたプレフィックス バインディングのリリースを有効
にする必要があります。これにより、DHCPv6 バインディングが PPP セッションとともに追跡
されるようになり、DHCP REBIND が失敗した場合には、クライアントが DHCPv6 ネゴシエー
ションを再度開始するようになります。

DHCP for IPv6 ブロードバンドの設定方法
アカウンティング開始および停止メッセージの送信の有効化
手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. ipv6dhcppoolpoolname
4. accountingmlist

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ipv6dhcppoolpoolname

DHCP for IPv6 設定情報プールを設定し、DHCP for IPv6
プール コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Device(config)# ipv6 dhcp pool pool1
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

accountingmlist

アカウンティング開始および停止メッセージの送信を
有効化します。

例：
Device(config-dhcp)# accounting list1

委任済みプレフィックスのバインディングの削除
終了している PPP 仮想インターフェイスに関連付けられた委任済みプレフィックスのバインディ
ングを解放するには、次の作業を実行します。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. interfacetypenumber
4. ipv6dhcpbindingstrackppp

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

interfacetypenumber
例：
Device(config)# interface
VirtualAccess2.2
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

ipv6dhcpbindingstrackppp

終了している PPP 仮想インターフェイスに関連付けられ
た委任済みプレフィックスのリースをリリースします。

例：
Device(config-if)# ipv6 dhcp bindings
track ppp

DHCP for IPv6 ブロードバンドの設定例
例：アカウンティング開始および停止メッセージの送信の有効化
この例は、デバイスがアカウンティング開始および停止メッセージを送信できるようにする方法
を示しています。
Device(config)# ipv6 dhcp pool pool1
Device(config-dhcp)# accounting list1

例：ローカル プールから割り当てられるプレフィックスの設定
DHCPv6 クライアントは、ギガビット イーサネット インターフェイス 0/0/0 で DHCPv6 サーバに
接続されています。サーバは、dhcp-pool という名前の DHCP プール内のパラメータを使用するよ
うに設定されています。このプールは、DNS サーバの IPv6 アドレスと使用するドメイン名をクラ
イアントに提供します。また、プレフィックスを client-prefix-pool1 という名前のプレフィックス
プールから委任できるように指定しています。委任されたプレフィックスの有効期間と推奨期間
はそれぞれ 1800 秒と 600 秒に設定されています。client-prefix-pool1 という名前のプレフィックス
プールには、長さが /40 のプレフィックスがあり、そのプレフィックスから長さが /48 の（サブ）
プレフィックスが委任されます。
ipv6 dhcp pool dhcp-pool
prefix-delegation pool client-prefix-pool1 lifetime 1800 600
dns-server 2001:DB8:3000:3000::42
domain-name example.com
!
interface GigabitEthernet0/0/0
description downlink to clients
ipv6 address FEC0:240:104:2001::139/64
ipv6 dhcp server dhcp-pool
!
ipv6 local pool client-prefix-pool1 2001:DB8:1200::/40 48
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その他の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

IPv6 アドレッシングと接続

『IPv6 Configuration Guide』

Cisco IOS コマンド

『Cisco IOS Master Commands
List, All Releases』

IPv6 コマンド

『Cisco IOS IPv6 Command
Reference』

Cisco IOS IPv6 機能

『Cisco IOS IPv6 Feature
Mapping』

標準および RFC
標準/RFC

タイトル

IPv6 に関する RFC

IPv6 の RFC

MIB
MIB

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

リンク

右の URL にアクセスして、シスコのテクニカ http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
ル サポートを最大限に活用してください。これ
らのリソースは、ソフトウェアをインストール
して設定したり、シスコの製品やテクノロジー
に関する技術的問題を解決したりするために使
用してください。この Web サイト上のツール
にアクセスする際は、Cisco.com のログイン ID
およびパスワードが必要です。

DHCP for IPv6 ブロードバンドの機能情報
次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト
ウェア リリース トレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェア リリースだけを
示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェア リリースでも
サポートされます。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

IP アドレッシング：DHCP 構成ガイド
257

DHCP for IPv6 ブロードバンド
DHCP for IPv6 ブロードバンドの機能情報

表 19：DHCP for IPv6 ブロードバンドの機能情報

機能名

リリース

IPv6 ブロードバンドの導入をサ Cisco IOS XE Release 2.5
ポートするための DHCP の拡張
機能

機能情報
この機能は、IPv6 ブロードバン
ドの導入をサポートする DHCP
の強化に焦点を合わせていま
す。たとえば、デバイスでアカ
ウンティング メッセージを有
効にするために、委任デバイス
が要求側デバイスのプレフィッ
クスを選択する方法や、PPP 仮
想インターフェイスが終了した
ときに、PPP 仮想インターフェ
イスに関連付けられた委任済み
プレフィックスのバインディン
グを強制的にリリースする方法
が各種あります。
次のコマンドが導入または変更
されました。accounting、ipv6
dhcp bindings track ppp、ipv6
dhcp pool。

DHCPv6 プレフィックス委任
RADIUS VSA

Cisco IOS XE Release 2.5

ユーザがプレフィックス委任元
（通常は NAS）にプレフィッ
クスを要求すると、DHCPv6 を
使用してプレフィックスが割り
当てられます。

DHCP アカウンティング属性

Cisco IOS XE Release 3.13S

DHCP アカウンティング属性機
能により、DHCPv6 はアカウン
ティング開始および停止のメッ
セージに、委任済みプレフィッ
クスの情報を追加できるように
なります。
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DHCPv6 サーバ ステートレス自動設定
ステートレス設定パラメータの階層型 Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6（DHCPv6）に
より、ステートレスまたはステートフルの DHCPv6 クライアントは、設定パラメータ（DHCPv6
オプション）をローカルの DHCPv6 サーバ プールにエクスポートできます。ローカル DHCPv6
サーバは、インポートされた設定パラメータを他の DHCPv6 クライアントに提供できます。
• 機能情報の確認, 259 ページ
• DHCPv6 サーバ ステートレス自動設定について, 260 ページ
• DHCPv6 サーバ ステートレス自動設定の設定方法, 262 ページ
• DHCPv6 サーバ ステートレス自動設定の設定例, 266 ページ
• DHCP の概要に関する追加情報, 266 ページ
• DHCPv6 サーバ ステートレス自動設定の機能情報, 267 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、Bug Search Tool およびご使用の
プラットフォームおよびソフトウェア リリースのリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールで説明される機能に関する情報、および各機能がサポートされるリリースの一覧につい
ては、機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
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DHCPv6 サーバ ステートレス自動設定について
DHCPv6 サーバ ステートレス自動設定
ステートレス設定パラメータの階層型 Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6（DHCPv6）に
より、ステートレスまたはステートフルの DHCPv6 クライアントは、設定パラメータ（DHCPv6
オプション）をローカルの DHCPv6 サーバ プールにエクスポートできます。ローカル DHCPv6
サーバは、インポートされた設定パラメータを他の DHCPv6 クライアントに提供できます。
次の図に、一般的なブロードバンド展開を示します。
図 16：ブロードバンド トポロジ

プロバイダー エッジ（PE）方向の顧客宅内エッジ（CPE）インターフェイスは、ステートレスま
たはステートフルの DHCPv6 クライアントにすることができます。どちらの場合も、ISP 側の
DHCPv6 サーバは、ドメイン ネーム システム（DNS）サーバ アドレス、ドメイン名、Simple
Network Time Protocol（SNTP）サーバなどの設定パラメータを CPE 上の DHCP クライアントに提
供できます。このような情報は ISP に固有です。
CPE は、DHCPv6 クライアント（たとえば、ISP に向けられたクライアント）であるだけでなく、
ホーム ネットワークに対する DHCPv6 サーバとして機能する場合もあります。たとえば、ネイ
バー探索に続けて、ステートレスまたはステートフルの DHCPv6 クライアントが CPE とホーム
デバイスの間のリンクに現れることがあります。また、ホーム ネットワークに提供される情報
は、ISP 側の DHCPv6 サーバから取得されたものと同じでになることもあります。この情報はダ
イナミックに変更される可能性があるため、CPE の設定でハード設定することはできません。そ
のため、CPE 上の DHCPv6 コンポーネントでは、設定パラメータを DHCPv6 クライアントから
DHCPv6 サーバ プールに自動的にインポートできます。
DHCPv6 は、次の各項で説明されている、サーバ上の IPv6 のオプションをサポートします。
情報リフレッシュ サーバ オプション
DHCPv6 情報リフレッシュ サーバ オプションでは、クライアントが DHCPv6 から取得した情報を
リフレッシュするまで待機する最大限の時間の長さを指定できます。DHCPv6 サーバにアクセス
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して設定をリフレッシュするタイミングをクライアントに通知できる、ライフタイムが設定され
たアドレスまたはその他のエンティティが存在しないため、このオプションは、ステートレス
DHCPv6 で使用します。
NIS- および NIS+ 関連のサーバ オプション
NIS- および NIS+ 関連のオプションを使用して Network Information Service（NIS）アドレスや NIS
プラス（NIS+）アドレス、または DHCPv6 サーバのドメイン名を設定し、その情報を DHCPv6 ク
ライアントにインポートできます。
SIP サーバ オプション
Session Initiation Protocol（SIP）サーバ オプションには、1 つ以上の SIP アウトバウンド プロキシ
サーバにマッピングできるドメイン名または IPv6 アドレスのリストが含まれます。一方のオプ
ションでドメイン名のリストを伝送し、もう一方のオプションで 128 ビットの IPv6 アドレスのリ
ストを伝送します。
SIP は、マルチメディア セッションまたはコールを確立、変更および終了できるアプリケーショ
ン層制御プロトコルです。SIP システムには、ユーザ エージェント、プロキシ サーバ、リダイレ
クトサーバ、レジストラなどのいくつかの論理コンポーネントがあります。ユーザエージェント
には SIP クライアントが含まれていることがあり、プロキシ サーバには常に SIP クライアントが
含まれています。
SNTP サーバ オプション
Simple Network Time Protocol（SNTP）サーバ オプションは、クライアントで同期に使用できる
SNTP サーバの 1 つ以上の IPv6 アドレスのリストを提供します。クライアントは、これらの SNTP
サーバを使用して、システム時刻を標準時刻サーバのシステム時刻に同期します。DHCPv6 サー
バでは、優先順位が低い順に SNTP サーバをリストできますが、クライアントは SNTP サーバの
リストを順序指定されたリストとして処理する必要があります。

IP アドレッシング：DHCP 構成ガイド
261

DHCPv6 サーバ ステートレス自動設定
DHCPv6 サーバ ステートレス自動設定の設定方法

DHCPv6 サーバ ステートレス自動設定の設定方法
ステートレス DHCPv6 サーバの設定
手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. ipv6 dhcp poolpoolname
4. dns-serveripv6-address
5. domain-namedomain
6. exit
7. interfacetypenumber
8. ipv6 dhcp serverpoolname [rapid-commit] [preferencevalue] [allow-hint]
9. ipv6 nd other-config flag
10. end

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ipv6 dhcp poolpoolname
例：

Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6（DHCPv6）
設定情報プールを設定して、DHCPv6 プール コンフィ
ギュレーション モードを開始します。

Device(config)# ipv6 dhcp pool
dhcp-pool

ステップ 4

dns-serveripv6-address
例：
Device(config-dhcp)# dns-server
2001:DB8:3000:3000::42
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

domain-namedomain

DHCPv6 クライアントのドメイン名を設定します。

例：
Device(config-dhcp)# domain-name
example.com

ステップ 6

exit
例：

DHCPv6 プール コンフィギュレーション モードを終了
して、デバイスをグローバル コンフィギュレーション
モードに戻します。

Device(config-dhcp)# exit

ステップ 7

interfacetypenumber
例：

インターフェイスのタイプと番号を指定し、デバイス
をインターフェイス コンフィギュレーション モードに
します。

Device(config)# interface serial 3

ステップ 8

ipv6 dhcp serverpoolname [rapid-commit] インターフェイスに対して DHCPv6 をイネーブルにし
[preferencevalue] [allow-hint]
ます。
例：
Device(config-if)# ipv6 dhcp server
dhcp-pool

ステップ 9

ipv6 nd other-config flag

IPv6 ルータ アドバタイズメント（RA）に「別のステー
トフル設定」フラグを設定します。

例：
Device(config-if)# ipv6 nd other-config
flag

ステップ 10

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-if)# end
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ステートレス DHCPv6 クライアントの設定
手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. interfacetypenumber
4. ipv6 address autoconfig [default]
5. end

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

interfacetypenumber
例：

インターフェイスのタイプと番号を指定し、デバイスを
インターフェイス コンフィギュレーション モードにしま
す。

Device(config)# interface serial 3

ステップ 4

ipv6 address autoconfig [default]
例：

インターフェイスに対してステートレス自動設定を使用
したIPv6アドレスの自動設定をイネーブルにし、インター
フェイスにおける IPv6 処理をイネーブルにします。

Device(config-if)# ipv6 address
autoconfig

ステップ 5

end
例：
Device(config-if)# end
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送信元ルーティング ヘッダー オプションを使用したパケットの処理
の有効化
手順の概要
1. enable
2. configure terminal
3. ipv6 source-route
4. end

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

ステップ 2

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Device# configure terminal

ステップ 3

ipv6 source-route

IPv6 タイプ 0 ルーティング ヘッダーの処理をイネー
ブルにします。

例：
Device(config)# ipv6 source-route

ステップ 4

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Device(config-if)# end
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DHCPv6 サーバ ステートレス自動設定の設定例
例：ステートレス DHCPv6 機能の設定
次の例では、名前ルックアップ システムに関する情報でクライアントを設定するために Dynamic
Host Configuration Protocol for IPv6（DHCPv6）機能を使用する方法を示しています。サーバは、ク
ライアントに渡される名前ルックアップ情報を含む DHCP プールによって設定されています。プ
レフィックス プールを含める必要はありません。この DHCP プールは、ipv6 dhcp server コマン
ドを入力すると、顧客（イーサネット 0/0）へのアクセス リンクに接続されます。このアクセス
リンクでは、ipv6 nd other-config-flag コマンドも有効化されています。このインターフェイスか
ら送信されたルータ アドバタイズメント（RA）メッセージは、「別の」（たとえば、アドレス以
外の）設定情報に DHCPv6 を使用する必要があることをクライアントに通知します。
ipv6 dhcp pool dhcp-pool
dns-server 2001:DB8:A:B::1
dns-server 2001:DB8:3000:3000::42
domain-name example.com
!
interface Ethernet 0/0
description Access link down to customers
ipv6 address 2001:DB8:1234:42::1/64
ipv6 nd other-config-flag
ipv6 dhcp server dhcp-pool

クライアントには DHCPv6 設定はありません。ただし、サービス プロバイダーへのアップリンク
（イーサネット 0/0）に対して ipv6 address autoconfig コマンドを発行すると、次の 2 つのイベン
トが発生します。
• アドレスは、サーバから受信した RA メッセージ内のプレフィックスに基づいてインターフェ
イスに自動設定されます。
• 受信した RA メッセージに「別の設定」フラグが設定されていると、インターフェイスは
DHCPv6 サーバから別の（たとえばアドレス以外の）設定を取得しようとします。

DHCP の概要に関する追加情報
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

Cisco IOS コマンド

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』

DHCP コマンド

『Cisco IOS IP Addressing Services Command
Reference』

IPv6 コマンド

『Cisco IOS IPv6 Command Reference』
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関連項目

マニュアル タイトル

IPv6 アドレッシングと接続

『IPv6 Configuration Guide』

Cisco IOS IPv6 機能

『Cisco IOS IPv6 Feature Mapping』

標準および RFC
標準/RFC

タイトル

RFC 951

『Bootstrap Protocol (BOOTP)』

RFC 1542

『Clarifications and Extensions for Bootstrap
Protocol』

IPv6 に関する RFC

IPv6 の RFC

シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

右の URL にアクセスして、シスコのテクニカ http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
ル サポートを最大限に活用してください。これ
らのリソースは、ソフトウェアをインストール
して設定したり、シスコの製品やテクノロジー
に関する技術的問題を解決したりするために使
用してください。この Web サイト上のツール
にアクセスする際は、Cisco.com のログイン ID
およびパスワードが必要です。

DHCPv6 サーバ ステートレス自動設定の機能情報
次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト
ウェア リリース トレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェア リリースだけを
示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェア リリースでも
サポートされます。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
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表 20：DHCPv6 サーバ ステートレス自動設定の機能情報

機能名
DHCPv6 サーバ ステートレス自
動設定

リリース

機能情報
ステートレス設定パラメータの
階層型 DHCPv6 により、ステー
トレスまたはステートフル
DHCPv6 クライアントは、設定
パラメータ（DHCPv6 オプショ
ン）をローカル DHCPv6 サーバ
プールにエクスポートできま
す。
次のコマンドが導入または変更
されました。dns-server、
domain-name、ipv6 address
autoconfig、ipv6 dhcp pool、
ipv6 dhcp server、ipv6 nd
other-config-flag、ipv6
source-route。
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DHCP サーバ MIB
DHCP サーバ MIB 機能は、外部ネットワーク管理デバイスによる Cisco ルータでの Cisco IOS
Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）サーバ ソフトウェアの簡易ネットワーク管理プロ
トコル（SNMP）アクセスおよび制御を提供します。
• 機能情報の確認, 269 ページ
• DHCP サーバ MIB の前提条件, 270 ページ
• DHCP サーバ MIB について, 270 ページ
• DHCP トラップ通知を有効化する方法, 276 ページ
• DHCP サーバ MIB の設定例, 278 ページ
• その他の参考資料, 279 ページ
• DHCP サーバ MIB の機能情報, 281 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ
ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、Bug Search Tool およびご使用の
プラットフォームおよびソフトウェア リリースのリリース ノートを参照してください。このモ
ジュールで説明される機能に関する情報、および各機能がサポートされるリリースの一覧につい
ては、機能情報の表を参照してください。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
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DHCP サーバ MIB の前提条件
DHCP サーバ トラップ通知を設定するには、ルータで SNMP をイネーブルにする必要がありま
す。

DHCP サーバ MIB について
SNMP の概要
SNMP は、アプリケーション層プロトコルであり、SNMP マネージャと SNMP エージェントとの
通信に使用されるメッセージ フォーマットを提供します。SNMP はネットワーク デバイスのモニ
タリングや管理に使用される標準化されたフレームワークと共通言語を提供します。
SNMP は、マネージャとエージェントの 2 種類のエンティティを定義します。SNMP マネージャ
は、SNMP を使用するネットワーク ホストのアクティビティを制御およびモニタするシステムで
す。エージェントは、データを保守し、必要に応じてこのデータをマネージャに報告するリモー
ト ネットワーキング デバイス内のソフトウェア コンポーネントです。マネージャおよびエージェ
ントは、エージェントがマネージャに使用可能にできる情報を定義する管理情報ベース（MIB）
を共有します。
SNMP の重要な機能は、SNMP エージェントから割り込み通知を生成することです。これらのト
ラップ通知は、SNMP マネージャにネットワークの状況を警告するメッセージです。トラップは、
エージェントからマネージャへの機能と見なされ、SNMP マネージャからの受信確認の要求は必
要ありません。

DHCP サーバ トラップ通知
DHCP サーバ トラップ通知は、次のイベントに関して SNMP マネージャに送信されます。
• サブネットのアドレス使用率が、設定可能なしきい値を上回るまたは下回る。
• アドレス プールのアドレス使用率が、設定可能なしきい値を上回るまたは下回る。
• リース制限違反が検出される。リース制限設定により、インターフェイスあたりのサブスク
ライバの数を制御できます。
• DHCP サーバが開始または停止する。
• 重複 IP アドレスが検出される。
DHCP サーバ MIB 機能は、同じしきい値イベントに関する同じタイプのトラップ通知を連続して
送信しません。たとえば、使用可能なフリー アドレスの下限しきい値が設定値以下になった場
合、サブネットまたはプールのフリーアドレスの下限イベントトラップ通知が生成されます。こ
れと同じトラップ通知は、使用可能なフリー アドレスの値がフリー上限しきい値を超えるまで再
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送信されることはありません。使用可能なフリー アドレスの上限しきい値が設定値以上になった
場合も同様です。このしきい値制御メカニズムは、DHCP サーバ開始および停止時間やリース制
限違反のトラップ通知のほか、しきい値に関するすべてのトラップ通知に適用されます。重複 IP
アドレス トラップ通知は、このしきい値制御メカニズムの影響を受けません。

DHCP サーバ MIB のテーブルおよびオブジェクト
DHCP サーバ MIB は、次のテーブルおよびオブジェクトで構成されます。テーブルの行の最初の
文字は、「c」（Cisco）で始まり、IETF ドラフト RFC『Dynamic Host Configuration Protocol for IPv4
Server MIB』で規定されているオブジェクトにマッピングされます。この情報が Cisco IOS ソフト
ウェアで現在使用できない場合、2 番目の列の値が 0（ゼロ）と表示されます。
• cDhcpv4SrvSystemsObjects（表 7 を参照）：システムの説明とオブジェクト ID
• cBootpHCCounterObjects（表 8 を参照）：BOOTP カウンタ情報
• cDhcpv4HCCounterObjects（表 9 を参照）：DHCPv4 カウンタ情報
• cDhcpv4ServerSharedNetTable（表 10 を参照）：DHCP アドレス プール情報
• cDhcpv4ServerSubnetTable（表 11 を参照）：セカンダリ サブネット情報を含む、追加 DHCP
アドレス プール サブネット情報
• cDhcpv4SrvExtSubnetTable（表 12 を参照）：追加 DHCP アドレス プール サブネット情報
• cDhcpv4ServerNotifyObjectsGroup（表 13 を参照）：このオブジェクト グループは、
cDhcpv4ServerNotificationsGroup 通知グループにより使用されます。
• cDhcpv4ServerNotificationsGroup（表 14 を参照）：この通知グループは、Cisco IOS DHCP サー
バで定義されるすべてのトラップで構成されます。
• cDhcpv4SrvExtNotifyGroup（表 15 を参照）：この通知グループは、ドラフト『DHCPv4 Server
MIB RFC』で定義されていないすべてのトラップで構成されます。
表 21：cDhcpv4SrvSystemsObjects および説明

名前

説明

cDhcpv4SrvSystemDescr

サーバのテキストによる説明（完全な名前およ
びバージョン ID）が含まれます。

cDhcpv4SrvSystemObjectID

DHCP サーバ MIB の Cisco 実験ノード。
例：1.3.6.1.4.1.9.10.102...
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表 22：cBootpHCCounterObjects および説明

名前

説明

cBootpHCCountRequests

最初のオクテットに BOOTREQUEST メッセー
ジ タイプを含む受信パケット数。

cBootpHCCountInvalids

0

cBootpHCCountReplies

最初のオクテットに BOOTREPLY メッセージ
タイプを含む受信パケット数。

cBootpHCCountDroppedUnknown Clients

0

cBootpHCCountDroppedNotServingSubnet

0

表 23：cDhcpv4HCCounterObjects および説明

名前

説明

cDhcpv4HCCountDiscovers

受信された DHCPDISCOVER パケットの数。

cDhcpv4HCCountOffers

送信された DHCPOFFER パケットの数。

cDhcpv4HCCountRequests

送信された DHCPREQUEST パケットの数。

cDhcpv4HCCountDeclines

送信された DHCPDECLINE パケットの数。

cDhcpv4HCCountAcks

送信された DHCPACK パケットの数。

cDhcpv4HCCountNaks

送信された DHCPNACK パケットの数。

cDhcpv4HCCountReleases

送信された DHCPRELEASE パケットの数。

cDhcpv4HCCountInforms

送信された DHCPINFORM パケットの数。

cDhcpv4HCCountForcedRenews

0

cDhcpv4HCCountInvalids

DHCP メッセージ タイプが DHCP サーバにより
認識または処理されない、受信された DHCP パ
ケットの数。

cDhcpv4HCCountDropUnknownClient

0

cDhcpv4HCCountDropNotServingSubnet

0
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表 24：cDhcpv4ServerSharedNetTable および説明

名前

説明

cDhcpv4ServerSharedNetName

DHCP アドレス プール名。

cDhcpv4ServerSharedNetFreeAddr LowThreshold

このエントリ値は、DHCP プール コンフィギュ
レーション モードの utilizationmarkhigh コマン
ドの結果にプール アドレスの総計を掛け、100
で割った数値に対応します。

cDhcpv4ServerSharedNetFreeAddrHighThreshold

このエントリ値は、DHCP プール コンフィギュ
レーション モードの utilizationmarklow コマン
ドの結果にサブネット アドレスの総計を掛け、
100 で割った数値に対応します。

cDhcpv4ServerSharedNetFree Addresses

この共有ネットワーク内で使用できる IPv4 ア
ドレスの数。

cDhcpv4ServerSharedNetReserved Addresses

プールに予約されている（割り当てには使用で
きない）IP アドレスの数。このエントリは、
ipdhcpexcluded-address グローバル コンフィギュ
レーション コマンドに対応します。排除される
アドレスがプールで定義されていない場合、こ
の値はゼロになります。

cDhcpv4ServerSharedNetTotal Addresses

この共有ネットワーク内で使用できる IP アド
レスの数。

表 25：cDhcpv4ServerSubnetTable および説明

名前

説明

cDhcpv4ServerSubnetAddress

テーブルのサブネット エントリの IP アドレス。

cDhcpv4ServerSubnetMask

サブネットのサブネット マスク。

cDhcpv4ServerSubnetSharedNetworkName

サブネットが属する DHCP アドレス プール名。

cDhcpv4ServerSubnetFreeAddrLowThreshold

このエントリ値は、DHCP プール セカンダリ
サブネット コンフィギュレーション モードの
overrideutilizationhigh コマンドの結果にサブ
ネット アドレスの総計を掛け、100 で割った数
値に対応します。
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名前

説明

cDhcpv4ServerSubnetFreeAddrHighThreshold

このエントリ値は、DHCP プール セカンダリ
サブネット コンフィギュレーション モードの
overrideutilizationlow コマンドの結果にサブネッ
ト アドレスの総計を掛け、100 で割った数値に
対応します。

cDhcpv4ServerSubnetFree Addresses

サブネットで使用できるフリー IP アドレスの
数。

表 26：cDhcpv4SrvExtSubnetTable および説明

名前

説明

cDhcpv4ServerDefaultRouterAddress

エントリは、DHCP プール セカンダリ サブネッ
ト コンフィギュレーション モードの
overridedefault-router コマンドに対応します。

cDhcpv4ServerSubnetStartAddress

最初のサブネット IP アドレス。

cDhcpv4ServerSubnetEndAddress

最後のサブネット IP アドレス。

表 27：cDhcpv4ServerNotifyObjectsGroups および説明

名前

説明

cDhcpv4ServerNotifyDuplicateIpAddr

IP アドレスが重複しています。重複は、IP アド
レス リースを提供する前に ping を送信するサー
バにより、または DHCPDECLINE メッセージ
を介して報告される gratuitous ARP メッセージ
を送信するクライアントにより検出されます。

cDhcpv4ServerNotifyDuplicateMac

サーバにより取得された場合、重複 IPv4 アド
レスが検出される問題の原因となっているMAC
アドレス。それ以外の場合、00-00-00-00-00-00。

cDhcpv4ServerNotifyClientOrServerDetected

このオブジェクトは、クライアントが
DHCPDECLINE を使用して提供アドレスを使用
中としてマーク付けした場合はサーバによりク
ライアントに設定され、サーバがアドレスを提
供する前にそのアドレスがクライアントにより
使用中であることを検出した場合はサーバに設
定されます。
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名前

説明

cDhcpv4ServerNotifyServerStart

サーバが動作を開始したときの日時。
servicedhcp コマンドにより制御されます。

cDhcpv4ServerNotifyServerStop

サーバが動作を停止したときの日時。
noservicedhcp コマンドにより制御されます。

表 28：cDhcpv4ServerNotificationsGroup および説明

名前

説明

cDhcpv4ServerFreeAddressLow

この通知は、DHCP アドレス プールの使用可能
な IP アドレスの数が、定義されている下限し
きい値を下回っていることを示します。この通
知は、snmp-serverenabletrapsdhcp グローバル
コンフィギュレーション コマンドに対応しま
す。

cDhcpv4ServerFreeAddressHigh

この通知は、DHCP アドレス プールの使用可能
な IP アドレスの数が、定義されている上限し
きい値を上回っていることを示します。この通
知は、snmp-serverenabletrapsdhcp グローバル
コンフィギュレーション コマンドに対応しま
す。

cDhcpv4ServerStartTime

この通知は、サーバが起動していることを示し
ます。この通知は、servicedhcp および
snmp-serverenabletrapsdhcptime グローバル コ
ンフィギュレーション コマンドに対応します。

cDhcpv4ServerStopTime

この通知は、サーバが正常に停止したことを示
します。この通知は、noservicedhcp および
snmp-serverenabletrapsdhcptime グローバル コ
ンフィギュレーション コマンドに対応します。

cDhcpv4ServerDuplicateAddress

この通知は、重複 IP アドレスが検出されたこ
とを示します。この通知は、
snmp-serverenabletrapsdhcpduplicate グローバ
ル コンフィギュレーション コマンドに対応し
ます。
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表 29：cDhcpv4SrvNotifyGroup および説明

名前（RFC ドラフトにはありません）

説明

cDhcpv4ServerIfLeaseLimitExceeded

この通知は、インターフェイスあたりのリース
制限を超えていることを示します。この通知
は、snmp-serverenabletrapsdhcpinterface グロー
バル コンフィギュレーション コマンドに対応
します。

cDhcpv4ServerSubnetFreeAddressLow

この通知は、サブネットの使用可能な IP アド
レスの数が、定義されている下限しきい値を下
回っていることを示します。この通知は、
snmp-serverenabletrapsdhcpsubnet グローバル
コンフィギュレーション コマンドに対応しま
す。

cDhcpv4ServerSubnetFreeAddressHigh

この通知は、サブネットの使用可能な IPv4 ア
ドレスの数が、定義されている上限しきい値を
上回っていることを示します。この通知は、
snmp-serverenabletrapsdhcpsubnet グローバル
コンフィギュレーション コマンドに対応しま
す。

DHCP トラップ通知を有効化する方法
DHCP に関する SNMP トラップ通知を送信するようにルータを設定す
る
DHCP トラップ通知はデフォルトではディセーブルにされています。対応するトラップ設定がイ
ネーブルにされていない場合、トラップ通知はディセーブルになります。

手順の概要
1. enable
2. configureterminal
3. snmp-serverenabletrapsdhcp[duplicate] [interface] [pool] [subnet] [time]
4. end
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

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

例：
Router> enable

ステップ 2

configureterminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

snmp-serverenabletrapsdhcp[duplicate] DHCP SNMP トラップ通知の送信をイネーブルにします。
[interface] [pool] [subnet] [time]
• duplicate：重複 IP アドレスに関する通知を送信します。
例：

• interface：インターフェイスあたりのリース制限を超えて

Router(config)# snmp-server enable
traps dhcp

いることを示す通知を送信します。
• pool：アドレス プールのアドレス使用率が、設定可能なし
きい値を上回っているまたは下回っていることを示す通知
を送信します。
• subnet：サブネットのアドレス使用率が、設定可能なしき
い値を上回っているまたは下回っていることを示す通知を
送信します。
• time：DHCP サーバが開始または停止したことを示す通知
を送信します。
• オプション キーワードを使用せずに snmp-server enables
traps dhcp コマンドを指定すると、すべての DHCP トラッ
プ通知が有効化されます。

ステップ 4

ルータを特権 EXEC モードに戻します。

end
例：
Router(config)# end

トラブルシューティングのヒント
単一ループバック インターフェイスでセカンダリ IP アドレスを使用し、DHCP プールでセカンダ
リ サブネットを使用している場合、セカンダリ サブネットごとに 1 つのプールを使用するのでは
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なく、1 つの DHCP プールを使用してすべてのセカンダリ サブネットのネットワークを設定しま
す。networknetwork-number [mask | /prefix-length] [secondary] コマンドは、複数の DHCP アドレス
プールでなく、単一の DHCP アドレス プールで設定する必要があります。
次に、正しい設定例を示します。
!
ip dhcp pool dhcp_1
network 172.16.1.0 255.255.255.0
network 172.16.2.0 255.255.255.0 secondary
network 172.16.3.0 255.255.255.0 secondary
network 172.16.4.0 255.255.255.0 secondary
!
interface Loopback111
ip address 172.16.1.1 255.255.255.255 secondary
ip address 172.16.2.1 255.255.255.255 secondary
ip address 172.16.3.1 255.255.255.255 secondary
ip address 172.16.4.1 255.255.255.255 secondary

次に、正しくない設定例を示します。
!
ip dhcp pool dhcp_1
network 172.16.1.0 255.255.255.0
lease 1 20 30
accounting default
!
ip dhcp pool dhcp_2
network 172.16.2.0 255.255.255.0
lease 1 20 30
accounting default
!
ip dhcp pool dhcp_3
network 172.16.3.0 255.255.255.0
lease 1 20 30
accounting default
!
ip dhcp pool dhcp_4
network 172.16.4.0 255.255.255.0
lease 1 20 30
accounting default
!
interface Loopback111
ip address 172.16.1.1 255.255.255.255
ip address 172.16.2.1 255.255.255.255
ip address 172.16.3.1 255.255.255.255
ip address 172.16.4.1 255.255.255.255

secondary
secondary
secondary
secondary

DHCP サーバ MIB の設定例
DHCP サーバ MIB：セカンダリ サブネット トラップの例
次の例では、pool2 という名前の DHCP プールのサブネットワーク番号およびマスクとして
192.0.2.0/24 を設定し、サブネット番号およびマスク 192.0.4.0/30 により指定される DHCP プール
セカンダリ サブネットを追加します。pool2 の IP アドレスは、192.0.2.1 ～ 192.0.2.254 のアドレス
と 192.0.4.1 ～ 192.0.4.2 のアドレスの 2 つの個別のサブネットで構成されます。
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グローバル レベルで設定されるアドレス プール使用率マークは、セカンダリ サブネット レベル
より優先されます。セカンダリ サブネットのサブネット サイズが、override utilization コマンド
で指定されるレベルを上回るまたは下回る場合、SNMP マネージャにトラップが送信されます。
utilization mark{high| low}log コマンドを使用すると、使用率が設定されている上限使用率しきい
値を上回る場合、または設定されている下限使用率しきい値を下回る場合に、DHCP アドレス プー
ルまたはセカンダリ サブネットについてのシステム メッセージを生成できます。
!
ip dhcp pool pool2
utilization mark high 80 log
utilization mark low 70 log
network 192.0.2.0 255.255.255.0
network 192.0.4.0 255.255.255.252 secondary
override utilization high 40
override utilization low 30
!
snmp-server enable traps dhcp subnet

DHCP サーバ MIB：アドレス プール トラップの例
次の例では、アドレス使用率が上限しきい値を上回る、または下限しきい値を下回る場合、SNMP
トラップが SNMP マネージャに送信され、システム メッセージが生成されます。
ip dhcp pool pool3
utilization mark high 80 log
utilization mark low 70 log
!
snmp-server enable traps dhcp pool

DHCP サーバ MIB：リース制限違反トラップの例
次の例では、4 つの DHCP クライアントが IP アドレスを受信できます。5 番目のクライアントが
IP アドレスを取得しようとした場合、DHCPDISCOVER メッセージが DHCP サーバに送信され
ず、トラップが SNMP マネージャに送信されます。
ip dhcp limit lease log
interface Serial 0/0
ip dhcp limit lease 4
exit
snmp-server enable traps dhcp interface

その他の参考資料
ここでは、DHCP サーバ MIB 機能に関する参考資料を紹介します。
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

SNMP の設定作業

「Configuring SNMP Support」モジュール
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関連項目

マニュアル タイトル

DHCP コマンド：コマンド構文の詳細、コマン 『Cisco IOS IP Addressing Services Command
ド モード、コマンド履歴、デフォルト、使用上 Reference』
の注意事項、および例
サブネット使用作業を含む DHCP サーバ設定作 「Configuring the Cisco IOS DHCP Server」モ
業
ジュール
インターフェイス値の DHCP のリース制限機能 「アカウンティングおよびセキュリティ対応の
DHCP サービスの設定」モジュール
アドレス プール使用作業を含む DHCP ODAP
作業

「DHCP サーバ オンデマンド アドレス プール
マネージャの設定」モジュール

標準
規格

タイトル

この機能がサポートする新しい規格または変更 -された規格はありません。

MIB
MIB
• CISCO-IETF-DHCP-SERVER-MIB
• CISCO-IETF-DHCP-SERVER-EXT-MIB

MIB のリンク
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

RFC
RFC

タイトル

ドラフト RFC：draft-ietf-dhc-server-mib-10.txt

『Dynamic Host Configuration Protocol for IPv4
(DHCPv4) Server MIB』
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シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

右の URL にアクセスして、シスコのテクニカ http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
ル サポートを最大限に活用してください。これ
らのリソースは、ソフトウェアをインストール
して設定したり、シスコの製品やテクノロジー
に関する技術的問題を解決したりするために使
用してください。この Web サイト上のツール
にアクセスする際は、Cisco.com のログイン ID
およびパスワードが必要です。

DHCP サーバ MIB の機能情報
次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト
ウェア リリース トレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェア リリースだけを
示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェア リリースでも
サポートされます。
プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索
するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
表 30：DHCP サーバ MIB の機能情報

機能名
DHCP サーバ MIB

リリース

機能情報
DHCP サーバ MIB 機能は、外
部ネットワーク管理デバイスに
よる Cisco ルータでの Cisco IOS
DHCP サーバ ソフトウェアの
SNMP アクセスと制御を提供し
ます。
この機能により、次のコマンド
が導入されました。
snmp-serverenabletrapsdhcp お
よび debugipdhcpserversnmp。
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