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CLI によるスイッチの設定 ルーティング リソー
ス 
目標
 
スイッチで、ルーティング情報すべては高速化ルート検索の主に機能、パケット分類およびフォ
ワーディングおよび Access Control List （ACL）ベースのコマンド Ternary Content Addressable
Memory （TCAM）と呼ばれる特別な高速メモリで保存されます。
 
TCAM エントリは次のグループに分けられます:
 

IP エントリ— IP スタティック・ルート、IP インターフェイスおよび IP ホストのために予約
されるルータ TCAM エントリ。
非 IP エントリ—サービス（CoS）ポリシング機能および Virtual Local Area Network
（VLAN; バーチャル LAN） レートリミットの ACL ルール、コストのような他のアプリケー
ションのために、予約される TCAM エントリ。
 

スイッチのルーティング リソース ページは TCAM アロケーションを調整することを可能にしま
す。 リソースをルーティングすることは次のいずれかの方法で不正確に修正することができます:
 

割り当てるルータ TCAM エントリの数は現在使用中の数より小さいです。
割り当てるそのカテゴリのために利用可能 な 最大より大きいルータ TCAM エントリの数。
最大値はページで表示する。
 

ルータ TCAM アロケーションを誤って変更する場合、エラーメッセージは表示する。 ルータ
TCAM アロケーションが実行可能である場合、自動リブートが新しい設定と実行された メッセー
ジは表示する。
 
次のテーブルはさまざまな機能によって使用される TCAM エントリの数を提供します:
 

 
注: VLAN マッピングは 4 つの TCAM エントリをいずれの場合も使用します。
 
この技術情報は方法で手順を Command Line Interface （CLI）によってスイッチのルーティング
リソース設定を行う提供します。 このシナリオでは VLAN マッピング ルーティング リソースを
取り扱うために、デフォルト値は調節する必要があります。
 

論理構成体 IPv4 IPv6 （PCL
TCAM）

IPv6 （ルータ
TCAM）

IP ネイバー 1 エント
リ 1 エントリ 4 エントリ

インターフェイスの IP アド
レス

2 エント
リ 2 エントリ 8 エントリ

IP リモート ルート 1 エント
リ 1 エントリ 4 エントリ

オン リンク プレフィクス N/A 1 エントリ 4 エントリ
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注: スイッチのルーティング リソースを GUI を使用して設定するために、ここをクリックして下
さい。
  
適当なデバイス
 

Sx350 シリーズ
SG350X シリーズ
SG550X シリーズ
  

[Software Version]
 

2.3.0.130
  

設定 ルータリソース
 
ステップ 1. Switch Console へのログイン。 デフォルトのユーザ名およびパスワードは
cisco/cisco です。 新しいユーザ名かパスワードを設定する場合、資格情報を代りに入力して下さ
い。
 
注: 学ぶために SMB にアクセスする方法を SSH か Telnet によって CLI を、ここをクリックしま
す切り替えて下さい。
 

 
注: コマンドはスイッチの正確なモデルによって変わるかもしれません。 この例では、SG350X-
48MP スイッチは Telnet によってアクセスされます。
 
呼び出します。 スイッチの構成されたルータ エントリを現在 表示するために、次を入力して下
さい:
 
SG350X#SHOW   

 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5729
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5729
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=4982
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=4982
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次の TCAM エントリはさまざまな機能によって使用されます:
 

各 IPv4 ルートは 1 つのエントリを消費します。
各 IPv4 ネイバーは 1 つのエントリを消費します。
各 IPv4 インターフェイスは 2 つのエントリを消費します。
各 IPv6 ルートは 4 つのエントリを消費します。
各 IPv6 ネイバーは 4 つのエントリを消費します。
各 IPv6 インターフェイスは 8 つのエントリを消費します。
各 IPv6 オン リンク プレフィクスは 4 つのエントリを消費します。
各 IPv4 マルチキャストルートは 2 つのエントリを消費します。
各 IPv6 マルチキャスト ルートは 8 つのエントリを消費します。
各 IPv4 ポリシーは 4 つのエントリを消費します。
各 IPv6 ポリシーは 4 つのエントリを消費します。
インターフェイスへの各 VLAN マッピング限界は 4 エントリを消費します。
 

ステップ 3 スイッチの特権EXECモードから、次の入力によってグローバル コンフィギュレーシ
ョン モードを開始して下さい:
 
SG350X#CONFIGURE

 

 
ステップ 4 スイッチのシステム ルータ リソースを設定するために、次を入力して下さい:
 
SG350X#SYSTEM [IP  ] [ipv6-entries ] [ipm  ] [ipmv6-entries ] [ IP  ] [policy-ipv6-entries ]

[VLAN   ]

 
パラメータは、次のとおりです。
 

IP エントリ 最大数— （オプションの） IPv4 エントリの最大数。 デフォルト値は Sx350 の
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ための 320 および SG550X のための 3072 です。
ipv6-entries 最大数— （オプションの） IPv6 エントリの最大数。 デフォルト値は Sx350 の
ための 320 および SG550X のための 3702 です。
ipm エントリ 最大数— （オプションの） IPv4 マルチキャストエントリの最大数。 デフォル
ト値は Sx350 のための 128 および SG550X のための 512 です。
ipmv6-entries 最大数— （オプションの） IPv6 マルチキャスト エントリの最大数。 デフォル
ト値は Sx350 のための 128 および SG550X のための 512 です。
ポリシー IP エントリ 最大数— （オプションの） IPv4 ポリシー ルーティング エントリの最
大数。 デフォルト値は Sx350 のための 48 です。
policy-ipv6-entries 最大数— （オプションの） IPv6 ポリシー ルーティング エントリの最大
数。 デフォルト値は Sx350 のための 48 です。
VLAN マッピング エントリ 最大数— （オプションの）最大 VLAN 数マッピング エントリ。
デフォルト値は Sx350 のための 0 です
 

 
ステップ 5. running-configuration ファイルのファイル startup-configuration ファイルを上書きす
るためにプロンプト表示されたら YES か N のためにのためのキーボードのいいえ『Y』 を押さ
ない で下さい。 『Y』 を押せば、スイッチはリブートされます。 この例では、Y は入ります。
 



 
スイッチは自動的にスタートアップ コンフィギュレーション コンフィギュレーション・ファイル
にコンフィギュレーションの設定を加えるためにリブートします。
 
CLI によって今うまくスイッチのルーティング リソース設定を行う必要があります。
  
構成されたルータ リソースを確認して下さい
 
ステップ 1. Switch Console へのログイン。
 

 
呼び出します。 スイッチの構成されたルータ エントリを現在 表示するために、次を入力して下
さい:
 
SG350X#SHOW   

 



 
注: この例では、調節されたエントリは表示する。 これはスイッチの VLAN マッピング設定を行
うことを可能にします。
 
CLI によって今正常にスイッチの設定されたルーティング リソースを確認する必要があります。
 
注: 学ぶために CLI によってスイッチの VLAN マッピング設定を行う方法をここをクリックして
下さい。 
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5822
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5822
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