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機能情報の確認

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。最新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームとソ

フトウェアリリースに対応したリリースノートを参照してください。このモジュールに記載され

ている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリストを確認する場合は、

このマニュアルの最後にある機能情報の表を参照してください。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorには、http://tools.cisco.com/
ITDIT/CFN/からアクセスできます。http://www.cisco.com/のアカウントは必要ありません。

Cisco cBR シリーズルータに関するハードウェア互換性
マトリクス

Cisco IOS-XEの特定のリリースで追加されたハードウェアコンポーネントは、特に明記しな
い限り、以降のすべてのリリースでもサポートされます。

（注）
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表 1：Cisco cBRシリーズルータに関するハードウェア互換性マトリクス

インターフェイスカードプロセッサエンジンCisco CMTS プラットフォーム

Cisco IOS-XEリリース 16.5.1
以降のリリース

Cisco cBR-8 CCAPラインカー
ド：

• PID：CBR-LC-8D30-16U30

• PID：CBR-LC-8D31-16U30

• PID：CBR-RF-PIC

• PID：CBR-RF-PROT-PIC

• PID：
CBR-CCAP-LC-40G-R

Cisco cBR-8ダウンストリーム
PHYモジュール：

• PID：CBR-D30-DS-MOD

• PID：CBR-D31-DS-MOD

Cisco cBR-8アップストリーム
PHYモジュール：

• PID：CBR-D30-US-MOD

• PID：CBR-D31-US-MOD

Cisco IOS-XEリリース 16.5.1
以降のリリース

Cisco cBR-8スーパーバイザ：

• PID：
CBR-CCAP-SUP-160G

• PID：CBR-CCAP-SUP-60G

• PID：CBR-SUP-8X10G-PIC

Cisco cBR-8コンバージドブ
ロードバンドルータ

トンネル実装の制約事項
•トンネルプロトコルにファイアウォールとアクセスコントロールリスト（ACL）チェック
のパススルーを許可することが必要です。

•トンネルインターフェイスで帯域幅が正しく設定されていない場合、複数のポイントツーポ
イントトンネルがルーティング情報を使用して物理リンクを飽和させる可能性があります。

•トンネルは単一のホップリンクに似ており、ルーティングプロトコルはマルチホップ物理
パスを経由するトンネルを優先することがあります。トンネルは単一ホップリンクであるか

どうかに関係なく、マルチホップリンクよりも低速パスを通過する場合があります。トン

ネルは、実際に通過するリンクと同様に堅牢で高速であったり、信頼性が低く低速であった

りします。ホップカウントだけに基づいて決定を行うルーティングプロトコルは、物理リ

ンクのセットを経由するトンネルを優先することが多くなります。トンネルは、1つのホッ
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プのポイントツーポイントリンクで、パスのコストが最も低いように思われますが、代替物

理トポロジと比較した場合、遅延の観点から見ると実際にはコストがかかる場合がありま

す。たとえば、以下の図に示すトポロジでは、ホスト 1からのパケットは、w、x、y、zの 4
つのパスを使用する代わりに、トンネルのホップカウントがより短いと思われるネットワー

クw、t、および zを通過してホスト 2へ送信されると考えられます。ただし実際には、トン
ネルを通って送信されるパケットは、ルータ A、B、Cを通過して、さらにルータ Dまで移
動してからルータ Cに戻る必要があります。

図 1：トンネルに関する注意事項：ホップカウント

•ルーティングが正しく設定されていない場合、トンネルに再帰ルーティングの問題がある可
能性があります。トンネル宛先への最良パスはトンネル自身です。そのため再帰ルーティン

グによってトンネルインターフェイスがフラップします。再帰ルーティングの問題を回避す

るには、次の方法を使用して、常にコントロールプレーンルーティングをトンネルルーティ

ングとは別個にします。

•異なる自律システム番号またはタグを使用する。

•異なるルーティングプロトコルを使用する。

•スタティックルートを使用して最初のホップ（ルーティングループがないかどうか監
視）をオーバーライドします。

次のエラーは、再帰ルーティングがトンネルの宛先にあるときに表示されます。
%TUN-RECURDOWN Interface Tunnel 0
temporarily disabled due to recursive routing

GRE IPv6 トンネルの制約事項
• GREトンネルキープアライブパケットはサポートされません。

•マルチポイント GRE（mGRE）IPv6トンネリングはサポートされていません。
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• Virtual Routing and Forwarding（VRF）ではトンネルトランスポートのサポートが限られてい
ます。VRFでの限定サポートは、トンネル保護を使用しない Ipv6ポイントツーポイントGRE
に適用できます。

トンネル実装に関する情報

トンネリングとカプセル化

トンネルがどのように動作するかを理解するには、カプセル化とトンネリングの概念を区別でき

る必要があります。カプセル化は、特定のプロトコルスタックの各レイヤでデータにヘッダーを

追加するプロセスです。開放型システム間相互接続（OSI）参照モデルは、ネットワークの機能に
ついて説明します。1個のホスト（PCなど）からネットワーク上の別のホストにデータパケット
を送信するには、カプセル化を使用して、プロトコルスタックの各レイヤで、データパケットの

前にヘッダーを降順で追加します。ヘッダーには、現在のレイヤのすぐ上にあるレイヤでカプセ

ル化されているデータのタイプを示すデータフィールドが含まれていることが必要です。ネット

ワークの受信側でパケットがプロトコルスタックを上っていくと、カプセル化された各ヘッダー

は逆順に削除されます。

トンネリングでは、別のプロトコル内の 1つのプロトコルからデータパケットをカプセル化し、
外部ネットワーク上のパケットを転送します。トンネリングは、カプセル化とは異なり、より低

いレイヤのプロトコルと同じレベルのレイヤのプロトコルが、トンネルを通って送信されるよう

にします。トンネルインターフェイスは仮想（または論理）インターフェイスです。トンネリン

グは、次の 3種類の主要コンポーネントから構成されます。

•パッセンジャプロトコル：カプセル化の対象となるプロトコル。たとえば、IPv4プロトコル
や IPv6プロトコルなどです。

•キャリアプロトコル：カプセル化するプロトコル。たとえば、総称ルーティングカプセル
化（GRE）やマルチプロトコルラベルスイッチング（MPLS）などです。

•トランスポートプロトコル：カプセル化したプロトコルを伝送するプロトコル。主なトラン
スポートプロトコルは IPです。

Tunnel ToS
Tunnelタイプオブサービス（ToS）により、ネットワークトラフィックをトンネリングして、す
べてのパケットを同じ ToSバイト値に分類できます。ToSバイト値および存続可能時間（TTL）
のホップカウント値は、ルータの IPトンネルインターフェイス向けのトンネルパケットのカプ
セル化 IPヘッダーに設定できます。Tunnel ToS機能は、CiscoExpress Forwarding（旧称：CEF）、
高速スイッチング、およびプロセススイッチングでサポートされます。

ToSおよび TTLバイト値は、RFC 791で定義されています。RFC 791に定義されているとおり、
RFC 2474および RFC 2780では ToSバイトの使用を廃止しています。RFC 791では、ToSバイト
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のビット 6と 7（最初の 2つの最下位ビット）は将来使用するために予約されており、0に設定す
る必要があることが指定されています。

Path MTU Discovery
Path MTU Discovery（PMTUD）は、GREまたは IP-in-IPトンネルインターフェイスでイネーブル
にできます。トンネルインターフェイスで PMTUD（RFC 1191）がイネーブルの場合、ルータは
GRE（または IP-in-IP）トンネル IPパケットに対して PMTUD処理を実行します。ルータは、ト
ンネルに入ってくる元のデータの IPパケットに対して常に PMTUD処理を実行します。PMTUD
がイネーブルの場合、Don't Fragment（DF）ビットがすべてのパケットに設定されるため、トンネ
ルを通過するパケットに対してはパケットのフラグメンテーションは許可されません。トンネル

に入ったパケットがそのパケットのMTU値よりも小さいMTU値を持つリンクを検出すると、パ
ケットは廃棄され、パケットの送信元にインターネット制御メッセージプロトコル（ICMP）メッ
セージが返されます。このメッセージには、フラグメンテーションが要求されたこと（しかし許

可されなかったこと）と、パケットがドロップされる原因となったリンクのMTUが含まれてい
ます。

トンネルインターフェイスの PMTUDは、トンネルエンドポイントがトンネルのパスでルー
タによって生成される ICMPメッセージを受信できることを要求します。ファイアウォール接
続を通じてPMTUDを使用する前に、ICMPメッセージが受信できることを確認してください。

（注）

トンネルのパケットで PMTUDを有効にするには、tunnelpath-mtu-discoveryコマンドを使用し、
トンネルの PMTUDパラメータを確認するには、showinterfacestunnelコマンドを使用します。
PMTUDが動作するトンネルインターフェイスは現在、GREおよび IP-in-IPだけです。

トンネル用 QoS オプション
トンネルインターフェイスは、物理インターフェイスとしてさまざまなQuality of Service（QoS）
機能をサポートします。QoSにより、ミッションクリティカルなトラフィックのパフォーマンス
を確実に受け入れ可能なレベルにする方法が提供されます。トンネル用QoSオプションでサポー
トされる項目には、GenericTraffic Shaping（GTS）のトンネルインターフェイスへの直接適用や、
Modular QoS CLI（MQC）を使用したクラスベースのシェーピングなどが含まれます。またトン
ネルインターフェイスは、クラスベースのポリシングもサポートしますが、専用アクセスレー

ト（CAR）はサポートしません。

GREトンネルでは、ルータは、ToSバイトの IP precedenceビット値をトンネルまたは内部パケッ
トをカプセル化しているGREIPヘッダーにコピーできます。トンネルのエンドポイント間の中間
ルータは、IPprecedence値を使用して、QoS機能（ポリシールーティング、重み付け均等化キュー
イング（WFQ）、重み付けランダム早期検出（WRED）など）向けにパケットを分類できます。

トンネルまたは暗号化ヘッダーによってパケットがカプセル化されている場合、QoS機能は元の
パケットのヘッダーを調べてパケットを正しく分類することができません。同じトンネルを通過

するパケットは、同じトンネルヘッダーを持つため、物理インターフェイスが輻輳している場

合、パケットは同等に扱われます。ただし、トンネルのパケットはトンネリング前に分類でき、
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ユーザがトンネルインターフェイス上またはクリプトマップ上で QoSの事前分類機能を適用す
る際に暗号化を行うことができます。

クラスベースのシェーピング内の Class-based WFQ（CBWFQ）は、マルチポイントインター
フェイスではサポートされません。

（注）

トンネルインターフェイス上に一部の QoS機能を導入する方法については、トンネルインター
フェイスでの QoSオプションの設定：例, （21ページ）を参照してください。

IPv4 GRE トンネルを介する IPv6 に関する情報

Ipv6 用オーバーレイトンネル
オーバーレイトンネリングでは、IPv4パケット内で IPv6パケットをカプセル化して、IPv4イン
フラストラクチャ（コアネットワークまたは以下の図）へ伝送します。オーバーレイトンネルを

使用することで、孤立した IPv6ネットワークと通信できます。このとき、孤立した複数の IPv6
ネットワーク間にある IPv4インフラストラクチャをアップグレードする必要はありません。オー
バーレイトンネルは、境界デバイス間、または境界デバイスとホスト間に設定できますが、両方

のエンドポイントが IPv4プロトコルスタックと IPv6プロトコルスタックの両方をサポートして
いる必要があります。IPv6では、次のタイプのオーバーレイトンネリングメカニズムをサポート
しています。

•手動

•総称ルーティングカプセル化（GRE）

• IPv4互換

• 6to4

• Intrasite Automatic Tunnel Addressing Protocol（ISATAP）

図 2：オーバーレイトンネル
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オーバーレイトンネルにより、インターフェイスの最大伝送単位（MTU）が 20オクテット減
少します（ただし、基本 IPv4パケットヘッダーにオプションフィールドが含まれていないこ
とを前提とします）。オーバーレイトンネルを使用するネットワークは、トラブルシューティ

ングが困難です。したがって、独立した IPv6ネットワークに接続するオーバーレイトンネル
は、最終的な IPv6ネットワークアーキテクチャと見なしてはいけません。オーバーレイトン
ネルの使用は、IPv4と IPv6の両方のプロトコルスタック、または IPv6プロトコルスタック
だけをサポートするネットワークへの移行方法と見なす必要があります。

（注）

以下の表は、IPv4ネットワーク上での IPv6パケットの伝送にどのトンネルタイプを設定すれば
よいかを決定する場合に役立ちます。

表 2：IPv4 ネットワーク上で IPv6 パケットを伝送するトンネルタイプの推奨される使用方法

使用方法推奨される使用方法トンネリングタイプ

IPv6パケットだけを伝送できま
す。

サイト内またはサイト間で使用

可能な、単純なポイントツーポ

イントトンネル

手動

IPv6、コネクションレス型ネッ
トワークサービス（CLNS）、
およびその他の多数のタイプの

パケットを伝送できます。

サイト内またはサイト間で使用

可能な、単純なポイントツーポ

イントトンネル

GREおよび IPv4互換

::/96プレフィックスを使用しま
す。このトンネルタイプの使

用は推奨しません。

ポイントツーマルチポイント

トンネル

IPv4互換

サイトでは、2002::/16プレ
フィックスからのアドレスを使

用します。

独立した IPv6サイトへの接続
に使用可能なポイントツーマル

チポイントトンネル

6to4

プレフィックスは、SP自身の
アドレスブロックから割り当

てることができます。

IPv6サービスは、IPv4に IPv6
のカプセル化を使用することで

IPv4ネットワーク上のユーザに
提供されます。

6RD

サイトでは、任意の IPv6ユニ
キャストアドレスを使用でき

ます。

サイト内のシステムへの接続に

使用可能なポイントツーマルチ

ポイントトンネル

ISATAP

個々のトンネルタイプについて、このマニュアルで詳しく説明しています。実装する特定のトン

ネルタイプに関する情報を確認および理解することを推奨します。必要なトンネルタイプに精通
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している場合は、以下の表で、有用と思われるトンネル設定パラメータの概要を参照してくださ

い。

表 3：トンネリングタイプ別のトンネル設定パラメータ

トンネル設定パラ

メータ

トンネリングタイ

プ

インターフェイス

プレフィックスま

たはアドレス

トンネルの宛先トンネルの送信元トンネルモード

IPv6アドレス。IPv4アドレス。IPv4アドレス、ま
たは IPv4が設定
されたインター

フェイスへの参

照。

ipv6ip手動

IPv6アドレス。IPv4アドレス。gre ipGRE/IPv4

不要。インター

フェイスアドレス

は、::tunnel-source/96
として生成されま

す。

不要。これらはす

べて、ポイント

ツーマルチポイン

トのトンネリング

タイプです。IPv4
宛先アドレスは、

パケット単位で、

IPv6宛先から計算
されます。

ipv6ip auto-tunnelIPv4互換

IPv6アドレス。プ
レフィックスは、

トンネル送信元の

IPv4アドレスを埋
め込む必要があり

ます。

ipv6ip 6to46to4

IPv6アドレス。ipv6ip 6rd6RD

変更された eui-64
形式での IPv6プ
レフィックス。

IPv6アドレスは、
プレフィックスお

よびトンネル送信

元 IPv4アドレス
から生成されま

す。

ipv6ip isatapISATAP
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IPv6 トラフィック用の GRE IPv4 トンネルサポート
IPv6トラフィックは、標準的なポイントツーポイントのカプセル化スキームの実装にサービスを
提供するように設計されている標準 GREトンネリング技術を使用して、IPv4 GREトンネルを介
して伝送できます。GREトンネルは、手動で設定された IPv6トンネルと同様、リンクごとに個別
のトンネルが設定された 2つのポイント間のリンクです。これらのトンネルは、特定のパッセン
ジャまたはトランスポートプロトコルに結合されていませんが、この場合、GREを使用するパッ
センジャプロトコルとして IPv6を伝送し、トランスポートプロトコルとして IPv4または IPv6を
伝送します。

GREトンネルは、2つのエッジデバイス間またはエッジデバイスとエンドシステム間に定期的
でセキュアな通信を必要とする安定した接続のために主に使用されます。エッジデバイスとエン

ドシステムは、デュアルスタック実装である必要があります。

GRE IPv6 トンネルに関する情報

GRE IPv6 トンネルの概要
GRE IPv6トンネル機能は、他のプロトコルから IPv6ネットワークを介したパケット配信を有効
にして、グローバルにルーティングされた IPv6アドレスのパブリックネットワークを介したプラ
イベートネットワーク間で、IPv6パケットのルーティングが可能になります。

ポイントツーポイント GREトンネルでは、各トンネルインターフェイスは、設定時にトンネル
送信元 IPv6アドレスおよびトンネル宛先の IPv6アドレスを必要とします。すべてのパケットは、
外部 IPv6ヘッダーと GREヘッダーでカプセル化されます。

トンネルの実装方法

トンネルタイプの決定

トンネルを設定する前に、作成するトンネルのタイプを決定する必要があります。

手順

ステップ 1 パッセンジャプロトコルを決定します。パッセンジャプロトコルはカプセル化の対象となるプロ

トコルです。

ステップ 2 必要に応じて、tunnelmodeコマンドキーワードを決定します。
次の表に tunnelmodeコマンドで使用する適切なキーワードを設定する例を示します。
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表 4：トンネルモードのコマンドキーワードの決定

目的キーワード

ディスタンスベクターマルチキャストルーティ

ングプロトコルのカプセル化の使用を指定する

には、dvmrpキーワードを使用します。

dvmrp

IPでのGREカプセル化の使用を指定するには、
greキーワードおよび ipキーワードを使用しま
す。

greip

IPv6での GREカプセル化の使用を指定するに
は、greキーワードおよび ipv6キーワードを使
用します。

greipv6

IP-in-IPカプセル化の使用を指定するには、ipip
キーワードを使用します。オプションの

decapsulate-anyキーワードは、あるトンネル
インターフェイスの任意の数の IP-in-IPトンネ
ルを終了させます。このトンネルは発信トラ

フィックを伝送しませんが、任意の数のリモー

トトンネルエンドポイントは、設定されたト

ンネルを宛先として使用できることに注意して

ください。

ipip [decapsulate-any]

IPv6での汎用パケットトンネリングの使用を
指定するには、ipv6キーワードを使用します。

ipv6

IPv6をパッセンジャープロトコルとして使用
し、IPv4をキャリア（カプセル化）プロトコル
およびトランスポートプロトコルとして使用す

ることを指定するには、ipv6ipキーワードを使
用します。追加のキーワードを使用しない場合

は、手動 IPv6トンネルが設定されます。追加
のキーワードを使用して、IPv4互換、6to4、ま
たは ISATAPトンネルを指定できます。

ipv6ip

トラフィックエンジニアリング（TE）トンネ
ルの設定にMPLSの使用を指定するには、mpls
キーワードを使用します。

mpls
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IPv4 GRE トンネルの設定
GREトンネルを設定するには、この作業を実行します。トンネルインターフェイスを使用して、
通常プロトコルをサポートしないネットワークへプロトコルトラフィックを通過させます。トン

ネルを構築するには、トンネルインターフェイスを 2つのルータそれぞれで定義し、そのトンネ
ルインターフェイスが互いを参照することが必要です。各ルータでは、トンネルインターフェイ

スはレイヤ 3アドレスを使用して設定する必要があります。トンネルのエンドポイント、トンネ
ル送信元、およびトンネル宛先を定義して、トンネルのタイプを選択する必要があります。オプ

ションの手順を実行して、トンネルをカスタマイズできます。

必ずトンネルの両側にルータを設定するようにしてください。トンネルの片方の端だけが設定さ

れている場合、（キープアライブが設定されていない限り）トンネルインターフェイスはアップ

した状態になっていますが、トンネルに入ったパケットはドロップされます。

GRE トンネルキープアライブ
キープアライブパケットは、IPカプセル化された GREトンネルを介して送信されるよう設定で
きます。キープアライブが送信されるレートと、インターフェイスが非アクティブになるまでデ

バイスが応答なしでキープアライブパケットの送信を続行する回数を指定できます。GREキープ
アライブパケットは、トンネルの両側または片側のみのどちらでも送信できます。

はじめる前に

この作業でトンネルの送信元として使用する物理インターフェイスがアップしており適切な IPア
ドレスを使用して設定されていることを確認します。ハードウェアに関する技術的な説明および

インターフェイスのインストールに関する情報については、ご使用の製品のハードウェアのイン

ストールおよび設定マニュアルを参照してください。

手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Router> enable

ステッ

プ 1   •パスワードを入力します（要求された場
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。

configure terminal

例：
Router# configure terminal

ステッ

プ 2   

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。

interface type number

例：
Router(config)# interface tunnel
0

ステッ

プ 3   
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目的コマンドまたはアクション

•トンネルを設定するには、type引数に tunnel
を使用します。

インターフェイスに対する現在の帯域幅を設定し、

上位レベルプロトコルと通信します。

bandwidth kb/s

例：
Router(config-if)# bandwidth 1000

ステッ

プ 4   

•パケットの送信に使用されるトンネル帯域幅
を指定します。

•帯域幅をキロビット/秒単位（kb/s）で設定す
るには、kb/s引数を使用します。

これはルーティングパラメータにすぎ

ないため、物理インターフェイスには影

響を及ぼしません。トンネルインター

フェイスのデフォルトの帯域幅設定は

9.6 kb/sです。トンネルの帯域幅を適切
な値に設定する必要があります。

（注）

（任意）トンネルインターフェイスプロトコルが

ダウン状態になるまで、デバイスが応答なしでキー

keepalive[period [retries]]

例：
Router(config-if)# keepalive 3 7

ステッ

プ 5   
プアライブパケットの送信を続行する回数を指定

します。

• GREキープアライブパケットは、トンネル
の片側または両側のどちらででも設定できま

す。

• GREキープアライブをトンネルの両側で設定
した場合、リンクの各側の period引数と
retries引数は異なる値に設定できます。

このコマンドがサポートされるのは、

GREポイントツーポイントトンネルだ
けです。

（注）

GREトンネルのキープアライブ機能は、
VRFトンネルでは設定しないでくださ
い。機能のこの組み合わせはサポートさ

れていません。

（注）

トンネル送信元を設定します。tunnelsource{ip-address |
interface-type interface-number}

ステッ

プ 6   
トンネルの送信元 IPアドレスと宛先の
IPアドレスは、2つの個別のデバイス上
で定義する必要があります。

（注）

例：
Router(config-if)# tunnel source
TenGigabitEthernet 4/1/0
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目的コマンドまたはアクション

トンネル宛先を設定します。tunneldestination{hostname |
ip-address}

ステッ

プ 7   
トンネルの送信元と宛先の IPアドレス
は、2つの個別のデバイス上で定義する
必要があります。

（注）

例：

Router(config-if)# tunnel
destination 10.0.2.1

（任意）トンネルインターフェイスの IDキーを
イネーブルにします。

tunnelkey key-number

例：
Router(config-if)# tunnel key
1000

ステッ

プ 8   

このコマンドがサポートされるのは、

GREトンネルインターフェイスだけで
す。セキュリティ目的でこのキーに依存

することは推奨しません。

（注）

トンネルで使用されるカプセル化プロトコルを指

定します。

tunnelmodegre {ip |multipoint}

例：
Device(config-if)# tunnel mode
gre ip

ステッ

プ 9   

（任意）各インターフェイスで送信される IPパ
ケットのMTUサイズを設定します。

ipmtu bytes

例：
Device(config-if)# ip mtu 1400

ステッ

プ 10   

•インターフェイスに設定されているMTUを
IPパケットが超過した場合、DFビットが設
定されていなければCiscoソフトウェアはDF
ビットをフラグメント化します。

•物理メディアのすべてのデバイスが動作する
には、同じプロトコルMTUを持っている必
要があります。

• IPv6パケットに対しては、ipv6mtuコマンド
を使用します。

tunnelpath-mtu-discoveryコマンドが有
効になっている場合、このコマンドを設

定しないでください。

（注）

（任意）ルータ上で生成または終了するTCP接続
に対して、最大セグメントサイズ（MSS）を指定
します。

iptcpmss mss-value

例：
Device(config-if)# ip tcp mss 250

ステッ

プ 11   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）GREまたは IP-in-IPトンネルインター
フェイスで PMTUDをイネーブルにします。

tunnelpath-mtu-discovery[age-timer
{aging-mins | infinite}]

例：
Device(config-if)# tunnel
path-mtu-discovery

ステッ

プ 12   

•トンネルインターフェイスで PMTUDがイ
ネーブルの場合、PMTUDは GRE IPトンネ
ルパケット用に動作し、トンネルエンドポ

イント間のパス内のフラグメンテーションを

最低限に抑えます。

インターフェイスコンフィギュレーションモード

を終了し、特権 EXECモードに戻ります。
end

例：
Device(config-if)# end

ステッ

プ 13   

次の作業

「トンネルの設定と動作の確認」の項に進みます。

6to4 トンネルの設定

はじめる前に

6to4トンネルでは、トンネルの宛先は、境界ルータの IPv4アドレスによって決定されます。この
アドレスは、プレフィックス 2002::/16と連結されて 2002:border-router-IPv4-address ::/48という形
式になります。6to4トンネルの両端の境界ルータは、IPv4プロトコルスタックと IPv6プロトコ
ルスタックの両方をサポートしている必要があります。
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IPv4互換トンネル 1つだけの設定、および 6to4 IPv6トンネル 1つだけの設定が、1台のルー
タ上でサポートされます。同じルータで両方のトンネルタイプの設定を選択する場合は、シ

スコは、これらが同じ送信元を共有しないようにすることを強く推奨します。

6to4トンネルと IPv4互換トンネルが同じインターフェイスを共有できない理由は、これらが
ともに NBMA「ポイントツーマルチポイント」アクセスリンクであり、多重化されたパケッ
トストリームからのパケットを着信インターフェイスの単一パケットストリームに再度配列

するために、トンネルの送信元しか使用できないためです。IPv4プロトコルタイプが 41のパ
ケットがインターフェイスに到着すると、このパケットは IPv4アドレスに基づいて、IPv6ト
ンネルインターフェイスにマッピングされます。ただし、6to4トンネルと IPv4互換トンネル
が同じ送信元インターフェイスを共有している場合、ルータは、着信パケットを割り当てるべ

き IPv6トンネルインターフェイスを区別できません。

手動で設定された IPv6トンネルの場合、手動トンネルは「ポイントツーポイント」リンクで
あり、トンネルの IPv4送信元と IPv4宛先が両方とも定義されているため、同じ送信元イン
ターフェイスを共有できます。

（注）

手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Router> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

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。

configure terminal

例：
Router# configure terminal

ステップ 2   

トンネルインターフェイス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。

interfacetunnel tunnel-number

例：

Router(config)# interface
tunnel 0

ステップ 3   

インターフェイスに割り当てられた IPv6アドレスを
指定し、インターフェイスでの IPv6処理をイネーブ
ルにします。

ipv6 address
ipv6-prefix/prefix-length [eui-64]

例：

Router(config-if)# ipv6

ステップ 4   

•最初の 2002::/16プレフィックスに続く 32ビッ
トは、トンネル送信元に割り当てられた IPv4
アドレスに対応します。

address
2002:c0a8:6301:1::1/64
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目的コマンドまたはアクション

IPv6アドレスの設定の詳細については、
「Configuring Basic Connectivity for IPv6」
モジュールを参照してください。

（注）

トンネルインターフェイスの送信元 IPv4アドレス
または送信元インターフェイスタイプと番号を指定

します。

tunnelsource{ip-address |
interface-type interface-number}

例：
Router(config-if)# tunnel
source TenGigabitEthernet
4/1/0

ステップ 5   

tunnelsourceコマンドで指定したインター
フェイスのタイプおよび番号は、IPv4ア
ドレスを使用して設定する必要がありま

す。

（注）

6to4アドレスを使用する IPv6オーバーレイトンネ
ルを指定します。

tunnelmodeipv6ip6to4

例：
Router(config-if)# tunnel
mode ipv6ip 6to4

ステップ 6   

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、グローバルコンフィギュレーションモード

に戻ります。

exit

例：
Router(config-if)# exit

ステップ 7   

指定したトンネルインターフェイスへのスタティッ

クルートを設定します。

ipv6route ipv6-prefix /
prefix-length tunnel
tunnel-number

ステップ 8   

6to4オーバーレイトンネルを設定する場
合は、6to4トンネルインターフェイスに
IPv6 6to4プレフィックス 2002::/16のスタ
ティックルートを設定する必要がありま

す。

（注）

例：
Router(config)# ipv6 route
2002::/16 tunnel 0

• ipv6routeコマンドで指定したトンネル番号は、
interfacetunnelコマンドで指定したトンネル番
号と同じである必要があります。

グローバルコンフィギュレーションモードを終了

し、特権 EXECモードに戻ります。
end

例：
Router(config)# end

ステップ 9   

次の作業

「トンネルの設定と動作の確認」の項に進みます。
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トンネルの設定と動作の確認

以下の手順にある showコマンドおよび pingコマンドは、任意の順序で実行できます。次のコマ
ンドは、GREトンネル、IPv6手動設定トンネル、および IPv4 GREトンネルを介する IPv6に使用
できます。

手順

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：
Device> enable

ステップ 2 showinterfacestunnel number[accounting]
2台のルータがトンネルのエンドポイントとして設定されます。デバイス Aでは、IPv4アドレス
が 10.0.0.1、IPv6プレフィックスが 2001:0DB8:1111:2222::1/64のトンネルインターフェイス 0に
対する送信元として、TenGigabitイーサネットインターフェイス 4/1/0が設定されています。デバ
イス Bでは、IPv4アドレスが 10.0.0.2、IPv6プレフィックスが 2001:0DB8:1111:2222::2/64のトン
ネルインターフェイス 1に対する送信元として、TenGigabitイーサネットインターフェイス 4/1/0
が設定されています。

トンネル送信元およびトンネル宛先のアドレスが設定されていることを確認するには、

showinterfacestunnelコマンドをデバイス Aで使用します。

例：

Device A# show interfaces tunnel 0

Tunnel0 is up, line protocol is up
Hardware is Tunnel
MTU 1514 bytes, BW 9 Kbit, DLY 500000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation TUNNEL, loopback not set
Keepalive not set
Tunnel source 10.0.0.1 (TenGigabitEthernet4/1/0), destination 10.0.0.2, fastswitch TTL

255
Tunnel protocol/transport GRE/IP, key disabled, sequencing disabled
Tunnel TTL 255
Checksumming of packets disabled, fast tunneling enabled
Last input 00:00:14, output 00:00:04, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: fifo
Output queue :0/0 (size/max)
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

4 packets input, 352 bytes, 0 no buffer
Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
8 packets output, 704 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

ステップ 3 ping [protocol]destination
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ローカルエンドポイントが設定され、動作していることをチェックするには、デバイスAでping
コマンドを使用します。

例：

DeviceA# ping 2001:0DB8:1111:2222::2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2001:0DB8:1111:2222::2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 20/20/20 ms

ステップ 4 showiproute[address [mask]]
リモートエンドポイントアドレスへのルートが存在することを確認するには、showiprouteコマ
ンドを使用します。

例：

DeviceA# show ip route 10.0.0.2

Routing entry for 10.0.0.0/24
Known via "connected", distance 0, metric 0 (connected, via interface)
Routing Descriptor Blocks:
* directly connected, via TenGigabitEthernet4/1/0

Route metric is 0, traffic share count is 1

ステップ 5 ping [protocol]destination
リモートエンドポイントアドレスに到着できることを確認するには、pingコマンドをデバイス
Aで使用します。

フィルタリングが原因で、pingコマンドを使用してリモートエンドポイントアドレス
に到着できない場合がありますが、トンネルトラフィックは依然としてその宛先に到

着している場合があります。

（注）

例：

DeviceA# ping 10.0.0.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.0.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 20/21/28 ms

リモート IPv6トンネルエンドポイントが到着可能であることを確認するには、再度デバイス A
でpingコマンドを使用します。また、前の手順内のフィルタリングに関する注意事項はこの例に
も適用されます。

例：

DeviceA# ping 2001:0DB8:1111:2222::2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 1::2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 20/20/20 ms

これらの手順は、トンネルのもう一方のエンドポイントで繰り返すことができます。
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トンネル実装の設定例

例：GRE IPv4 トンネルの設定
GREトンネリングの単純な設定例を次に示します。10ギガビットイーサネット 4/1/0は、ルータ
Aのトンネル送信元であり、ルータBのトンネル宛先です。10ギガビットイーサネットインター
フェイス 4/1/1は、ルータ Bのトンネル送信元であり、ルータ Aのトンネル宛先です。

ルータ A

interface Tunnel 0
ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
tunnel source TenGigabitEthernet 4/1/0
tunnel destination 192.168.3.2
tunnel mode gre ip
!
interface TenGigabitEthernet 4/1/0
ip address 192.168.4.2 255.255.255.0

ルータ B

interface Tunnel 0
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
tunnel source TenGigabitEthernet 4/1/1
tunnel destination 192.168.4.2
tunnel mode gre ip
!
interface TenGigabitEthernet 4/1/1
ip address 192.168.3.2 255.255.255.0

次に、ルータ Aとルータ Bとの間で IS-ISおよび IPv6トラフィックをともに送出する GREトン
ネルを設定する例を示します。

ルータ A

ipv6 unicast-routing
clns routing
!
interface Tunnel 0
no ip address
ipv6 address 2001:0DB8:1111:2222::1/64
ipv6 router isis
tunnel source TenGigabitEthernet 4/1/0
tunnel destination 10.0.0.2
tunnel mode gre ip
!
interface TenGigabitEthernet 4/1/0
ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
!
router isis
network 49.0000.0000.000a.00
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ルータ B

ipv6 unicast-routing
clns routing
!
interface Tunnel 0
no ip address
ipv6 address 2001:0DB8:1111:2222::2/64
ipv6 router isis
tunnel source TenGigabitEthernet 4/1/0
tunnel destination 10.0.0.1
tunnel mode gre ip
!
interface TenGigabitEthernet 4/1/0
ip address 10.0.0.2 255.255.255.0
!
router isis
network 49.0000.0000.000b.00
address-family ipv6
redistribute static
exit-address-family

トンネルインターフェイスでの QoS オプションの設定：例
次の設定例は、トンネルインターフェイスのGTSに直接適用されます。この例では、設定により
トンネルインターフェイスが総出力レート 500 kb/sにシェーピングされます。

interface Tunnel 0
ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
traffic-shape rate 500000 125000 125000 1000
tunnel source 10.1.1.1
tunnel destination 10.2.2.2

次の設定例では、MQCコマンドを使用して同じシェーピングポリシーをトンネルインターフェ
イスに適用する方法を示しています。

policy-map tunnel
class class-default
shape average 500000 125000 125000
!
interface Tunnel 0
ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
service-policy output tunnel
tunnel source 10.1.35.1
tunnel destination 10.1.35.2

ポリシングの例

インターフェイスが混雑しており、パケットのキューイングを開始した場合、送信待ちのパケッ

トにキューイング方式を適用できます。論理インターフェイス（この例に挙げているトンネルイ

ンターフェイス）では本来、輻輳状態はサポートされておらず、キューイング方式を適用するサー

ビスポリシーの直接適用はサポートされていません。代わりに、階層型ポリシーを適用します。

priorityコマンドを使用した低遅延キューイングや、bandwidthコマンドを使用したキューイング
メカニズムを設定する「子」ポリシー、つまり下位ポリシーを作成します。

policy-map child
class voice
priority 512
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クラスベースシェーピングを適用する「親」またはトップレベルのポリシーを作成します。子ク

ラスのアドミッション制御は親クラスのシェーピング比率に従って実行されるので、親ポリシー

下で子ポリシーをコマンドとして適用します。

policy-map tunnel
class class-default
shape average 2000000
service-policy child

親ポリシーをトンネルインターフェイスに適用します。

interface tunnel 0
service-policy tunnel

次の例では、トンネルインターフェイスは、シェーピングを行わないキューイングを適用する

サービスポリシーを使用して設定されます。この設定がサポートされないことを通知するログ

メッセージが表示されます。

Router(config)# interface tunnel1
Router(config-if)# service-policy output child
Class Based Weighted Fair Queueing not supported on this interface

IPv4 GRE トンネルを介した IPv6 の実装方法

GRE/IPv6 トンネルの設定
GREトンネルは、IPv6ネットワーク層を介して送出し、IPv6トンネルで IPv4パケットと IPv6パ
ケットを転送するように設定できます。

はじめる前に

GREIPv6トンネルが設定されている場合、IPv6アドレスは、トンネル送信元およびトンネル宛先
に割り当てられます。トンネルインターフェイスは、割り当て済みの IPv4アドレスまたは IPv6
アドレスを持つことができます（ここでは説明していません）。設定されたトンネルの両端にあ

るホストまたはデバイスは、IPv4プロトコルスタックと IPv6プロトコルスタックの両方をサポー
トしている必要があります。

手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場
合）。
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目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを

開始します。

configure terminal

例：

Device# configure terminal

ステップ 2   

トンネルインターフェイスおよび番号を指定

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。

interface tunnel tunnel-number

例：

Device(config)# interface tunnel
0

ステップ 3   

インターフェイスに割り当てられている IPv6
ネットワークを指定し、インターフェイスで

IPv6処理をイネーブルにします。

次のいずれかのコマンドを入力しま

す。

ステップ 4   

• ipv6 address
{ipv6-address/prefix-length |
prefix-name sub-bits/prefix-length}

• eui-64キーワードを指定すると、ソフト
ウェアは、インターフェイスの IPv6アド
レスを設定し、アドレスの下位64ビット• ipv6 address

ipv6-prefix/prefix-length [eui-64] の EUI-64インターフェイス IDを使用し
てインターフェイスで IPv6処理を有効に
します。

例：

Device(config-if)# ipv6 address
3ffe:b00:c18:1::3/127

送信元 IPv4アドレス、IPv6アドレスまたは送
信元インターフェイスタイプおよびトンネル

インターフェイスの番号を指定します。

tunnel source {ip-address | ipv6-address
| interface-type interface-number}

例：

Device(config-if)# tunnel source
Tengigabitethernet 4/1/0

ステップ 5   

•インターフェイスが指定されている場合、
そのインターフェイスは IPv4アドレスを
使用して設定されている必要があります。

トンネルインターフェイスの宛先 IPv4アドレ
ス、IPv6アドレスまたはホスト名を指定しま
す。

tunnel destination {hostname |
ip-address | ipv6-address}

例：

Device(config-if)# tunnel

ステップ 6   

destination
2001:DB8:1111:2222::1/64

GRE IPv6トンネルを指定します。tunnel mode {aurp | cayman | dvmrp
| eon | gre | gre multipoint | gre ipv6 |

ステップ 7   

tunnelmode gre ipv6コマンドでは、
GREをトンネルのカプセル化プロト
コルとして指定します。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

ipip [decapsulate-any] | iptalk | ipv6 |
mpls | nos}

例：

Device(config-if)# tunnel mode gre
ipv6

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Device(config-if)# end

ステップ 8   

IPv4 GRE トンネルを介した IPv6 の設定例

例：IS-IS および IPv6 トラフィックを実行する GRE トンネル
次に、ルータ Aとルータ Bとの間で IS-ISおよび IPv6トラフィックをともに送出する GREトン
ネルを設定する例を示します。

ルータ A の設定

ipv6 unicast-routing
clns routing
!
interface tunnel 0
no ip address
ipv6 address 3ffe:b00:c18:1::3/127
ipv6 router isis
tunnel source TenGigabitEthernet 4/1/0
tunnel destination 2001:DB8:1111:2222::1/64
tunnel mode gre ipv6
!
interface TenGigabitEthernet4/1/0
ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
!
router isis
net 49.0000.0000.000a.00

ルータ B の設定

ipv6 unicast-routing
clns routing
!
interface tunnel 0
no ip address
ipv6 address 3ffe:b00:c18:1::2/127
ipv6 router isis
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tunnel source TenGigabitEthernet 4/1/0
tunnel destination 2001:DB8:1111:2222::2/64
tunnel mode gre ipv6
!
interface TenGigabitEthernet4/1/0
ip address 10.0.0.2 255.255.255.0
!
router isis
net 49.0000.0000.000b.00
address-family ipv6
redistribute static
exit-address-family

例：IPv6 トンネルのトンネル宛先アドレス

Router(config)#interface Tunnel0
Router(config-if)#ipv6 address 2001:1:1::1/48
Router(config-if)#tunnel source TenGigabitEthernet 4/1/0
Router(config-if)#tunnel destination 10.0.0.2
Router(config-if)#tunnel mode gre ipv6
Router(config-if)#exit
!
Router(config)#interface TenGigabitEthernet4/1/0
Router(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
Router(config-if)#exit
!
Router(config)#ipv6 unicast-routing
Router(config)#router isis
Router(config)#net 49.0000.0000.000a.00

GRE IPv6 トンネルの設定方法

GRE IPv6 トンネルの設定
IPv6ネットワーク上でGREトンネルを設定するには、次の作業を実行します。GREトンネルは、
IPv6ネットワーク層を介して送出し、IPv6トンネルを介して IPv6パケットと IPv4パケットを転
送するように設定できます。

IPv6を有効にしたり、トンネルの出力インターフェイスの IPv6 MTUサイズを 1500以上に設
定したりして、警告メッセージを受信しないようにする必要があります。

（注）

はじめる前に

GREIPv6トンネルが設定されている場合、IPv6アドレスは、トンネル送信元およびトンネル宛先
に割り当てられます。トンネルインターフェイスは、IPv4または IPv6アドレスのいずれかにす
ることができます（このことは、以降の作業では示されていません）。設定されたトンネルの両

端にあるホストまたはデバイスは、IPv4プロトコルスタックと IPv6プロトコルスタックの両方
をサポートしている必要があります。
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手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

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。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

トンネルインターフェイス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。

interfacetunnel tunnel-number

例：
Device(config)# interface
tunnel 0

ステップ 3   

送信元 IPv6アドレスまたは送信元インターフェイス
タイプおよびトンネルインターフェイスの番号を指

定します。

tunnelsource{ipv6-address |
interface-type interface-number}

例：
Device(config-if)# tunnel
source ethernet 0

ステップ 4   

•インターフェイスのタイプと番号が指定されて
いる場合、そのインターフェイスは IPv6アドレ
スを使用して設定する必要があります。

このコンテキストで使用される構文だけが

表示されます。詳細については、『IPv6
CommandReference』を参照してください。

（注）

トンネルインターフェイスの宛先 IPv6アドレスを指
定します。

tunneldestination ipv6-address

例：
Device(config-if)# tunnel
destination
2001:0DB8:0C18:2::300

ステップ 5   

このコンテキストで使用される構文だけが

表示されます。詳細については、『IPv6
CommandReference』を参照してください。

（注）

GRE IPv6トンネルを指定します。tunnelmode greipv6

例：
Device(config-if)# tunnel
mode gre ipv6

ステップ 6   

tunnelmodegreipv6コマンドでは、GREを
トンネルインターフェイスのカプセル化プ

ロトコルとして指定します。このコンテキ

ストで使用される構文だけが表示されま

す。詳細については、『IPv6 Command
Reference』を参照してください。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

インターフェイス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。
end

例：
Device(config-if)# end

ステップ 7   

GRE IPv6 トンネルの設定例

例：GRE IPv6 トンネルの設定
IPv6トランスポートで GREトンネルを設定する方法の例を次に示します。この例では、イーサ
ネット 0/0は IPv6アドレスを備えており、これがトンネルインターフェイスが使用する送信元ア
ドレスとなります。トンネルの宛先 IPv6アドレスは直接指定されます。この例では、トンネルは
IPv4トラフィックおよび IS-ISトラックの両方を伝送します。
interface Tunnel0
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
ip router isis
tunnel source Ethernet0/0
tunnel destination 2001:DB8:1111:2222::1
tunnel mode gre ipv6
!
interface Ethernet0/0
no ip address
ipv6 address 2001:DB8:1111:1111::1/64
!
router isis
net 49.0001.0000.0000.000a.00

その他の参考資料
ここでは、GRE機能に関する参考資料について説明します。

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

次の URLにある『Cisco CMTS Cable Command
Reference』。http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/
cable/cmts/cmd_ref/b_cmts_cable_cmd_ref.html

CMTSコマンドリファレンス

次の URLにある『Configuring GRE Tunnel over
Cable』。http://www.cisco.com/en/US/tech/tk86/
tk89/technologies_configuration_
example09186a008011520d.shtml

ケーブルを介した GREトンネルの設定
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標準

タイトル規格

『Data-over-Cable Service Interface Specifications
Radio Frequency Interface Specification, version
1.1』（http://www.cablemodem.com）

SP-RFIv1.1-I09-020830

MIB

MIB のリンクMIB

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

http://tools.cisco.com/ITDIT/MIBS/servlet/index

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。

RFC

タイトルRFC

『Generic Routing Encapsulation (GRE)』RFC 1701

『Generic Routing Encapsulation over IPv4
networks』

RFC 1702

『IP in IP Tunneling』RFC 1853

『IP Encapsulation within IP』RFC 2003

『Generic Routing Ecapsulation (GRE)』RFC 2784

『Key and Sequence Number Extensions to GRE』RFC 2890
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その他の参考資料

http://www.cablemodem.com
http://www.cablemodem.com/specifications/specifications11.html
http://tools.cisco.com/ITDIT/MIBS/servlet/index
http://www.ietf.org/rfc/rfc1701.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc1702.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc1702.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc1853.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc2003.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc2784.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc2890.txt


シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.htmlシスコのテクニカルサポートおよびドキュメン

テーションWebサイトでは、製品、テクノロ
ジー、ソリューション、テクニカルティップ

ス、ツールへのリンクなど、技術的なコンテン

ツを検索可能な形で大量に提供しています。

Cisco.comに登録済みのユーザは、このページ
から詳細情報にアクセスできます。

Generic Routing Encapsulation に関する機能情報
Cisco Feature Navigatorを使用すると、プラットフォームおよびソフトウェアイメージのサポート
情報を検索できます。Cisco Feature Navigatorを使用すると、ソフトウェアイメージがサポートす
る特定のソフトウェアリリース、フィーチャセット、またはプラットフォームを確認できます。

Cisco Feature Navigatorには、http://www.cisco.com/go/cfnからアクセスします。Cisco.comのアカウ
ントは必要ありません。

次の表は、特定の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のみを示しています。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。

（注）

表 5：Generic Routing Encapsulation に関する機能情報

機能情報リリース機能名

この機能が Cisco cBRシリーズ
コンバージドブロードバンド

ルータに統合されました。

Cisco IOS XE Fuji 16.7.1総称ルーティングカプセル化

Cisco cBR コンバージドブロードバンドルータ DOCSIS ソフトウェアコンフィギュレーションガイド
（Cisco IOS XE Fuji 16.7.x 用）
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総称ルーティングカプセル化
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http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
http://www.cisco.com/go/cfn
http://www.cisco.com/


   Cisco cBR コンバージドブロードバンドルータ DOCSIS ソフトウェアコンフィギュレーションガイ
ド（Cisco IOS XE Fuji 16.7.x 用）

30
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