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はじめに

このマニュアルでは、Catalyst 6500 シリーズ スイッチまたは Cisco 7600 シリーズ      
ルータ（以下、それぞれ「スイッチ」または「ルータ」と表記）に搭載された

Cisco Application Control Engine（ACE）モジュールの管理手順について説明しま   
す。

また、ACE の管理タスクの実行方法も示します。初期設定の実行、リモート ア  
クセスの確立、ソフトウェア ライセンスの管理、クラス マップやポリシー マッ   
プの設定、ACE ソフトウェアの管理、Simple Network Management Protocol（SNMP;    
簡易ネットワーク管理プロトコル）の設定、冗長性の設定、Extensible Markup 
Language（XML）インターフェイスの設定、および ACE ソフトウェアのアップ  
グレードなどです。

ここで説明する内容は、次のとおりです。

 • 対象読者

 • このマニュアルの使用方法

 • 関連資料

 • シンボルおよび表記法

 • マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、およびシスコのセキュリティ 
ガイドライン

 • オープン ソース ライセンス承認
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対象読者
このマニュアルの対象読者は、ACE の設定を担当する、訓練を受けた相応の資 
格のある次の保守担当者です。

 • システム管理者

 • システム オペレータ

このマニュアルの使用方法
このマニュアルの構成は、次のとおりです。

章 説明

第 1 章「ACE の設定」 ACE の基本的な設定方法について説明します。 
トピックは、ACE のセッション開始方法やログ 
イン方法、管理ユーザ名とパスワードの変更方

法、ACE への名前の割り当て方法、Message of  
The Day（MoTD）バナーの設定方法、日時の設 
定方法、端末の設定方法、ブート設定の変更方

法、ACE の再起動方法などです。

第 2 章「ACE へのリモート  
アクセスのイネーブル化」

Secure Shell（SSH; セキュア シェル）または Telnet    
プロトコルを使用してリモート接続を確立し、

Cisco Application Control Engine（ACE）モジュー   
ルにリモート アクセスを設定する方法について 
説明します。SSH からユーザ コンテキストに直  
接アクセスできるように、ACE を設定する方法 
についても説明します。また、ホストからの ICMP 
メッセージを受信するように ACE を設定する方  
法についても説明します。

第 3 章「ACE ソフトウェア   
ライセンスの管理」

ACE のソフトウェア ライセンスの管理方法につ  
いて説明します。
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このマニュアルの使用方法

第 4 章「ACE ソフトウェア   
の管理」

コンフィギュレーション ファイルの保存および 
ダウンロード方法、ファイル システムの使用方 
法、コア ダンプの表示およびコピー方法、パケッ 
ト情報のキャプチャおよびコピー方法、コンフィ

ギュレーション チェックポイントおよびロール 
バック サービスの使用方法、設定情報の表示方 
法、およびテクニカル サポート情報の表示方法 
について説明します。

第 5 章「ACE ハードウェア   
および ソフトウェア設定情 
報の表示」

ACE ハードウェアとソフトウェアの設定、およ 
びテクニカル サポート情報の表示方法について 
説明します。

第 6 章「冗長 ACEモジュー
ルの設定」

ACE に冗長性を設定して、耐障害性を確立し、フ 
ローのステートフル フェールオーバーを実現す 
る方法について説明します。

第 7 章「SNMP の設定」 ACE に Cisco MIB（管理情報ベース）を問い合わ   
せて、Network Management System（NMS; ネット   
ワーク管理システム）にイベント通知を送信する

ように SNMP を設定する方法について説明しま  
す。

第 8 章「XML インターフェ
イスの設定」

XML を使用して、ACE のオブジェクトを転送、  
設定、および監視するメカニズムを実現する方法

について説明します。この XML 機能を使用する  
と、CLI クエリのシェーピングや拡張、XML 
フォーマットでのデータ返信が容易になり、さま

ざまなビジネス要求に対応することができます。

付録 A「ACE ソフトウェア  
のアップグレード」

ACE のソフトウェア アップグレード方法につい  
て説明します。

章 説明
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関連資料
ACE マニュアル セットには、このマニュアルのほかに、次のものがあります。

マニュアル名 説明

『Release Note for the Cisco Application 
Control Engine Module』

ACE の動作上の考慮事項、警告、CLI コマンドに関する情報

『Cisco Application Control Engine 
Module Hardware Installation Note』

Catalyst 6500 シリーズ スイッチまたは Cisco 7600 シリーズ      
ルータに ACE を搭載するための情報を示します。

『Cisco Application Control Engine 
Module Getting Started Guide』

ACE の初期設定および設定作業の実行方法について説明し 
ています。

『Cisco Application Control Engine 
Module Virtualization Configuration 
Guide』

ACE をシングル コンテキストまたはマルチ コンテキストで   
動作させる方法について説明しています。

『Cisco Application Control Engine 
Module Routing and Bridging 
Configuration Guide』

ACE で、次のルーティングおよびブリッジングに関する設定 
作業を行う方法について説明しています。

 • VLAN インターフェイス

 • ルーティング 

 • ブリッジング

 • Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP） 

『Cisco Application Control Engine 
Module Server Load-Balancing 
Configuration Guide』

ACE で、次のサーバ ロード バランシングに関する設定作業   
を行う方法について説明しています。

 • 実サーバとサーバ ファーム

 • サーバ ファームにある実サーバへのトラフィックに対 
するロード バランスを行うクラス マップとポリシー  
マップ

 • サーバ ヘルスの監視（プローブ）

 • スティッキ性

 • ファイアウォール負荷分散

 • TCL スクリプト
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関連資料

『Cisco Application Control Engine 
Module Security Configuration Guide』

ACE で次のセキュリティ設定作業を行う方法について説明 
しています。

 • セキュリティ Access Control List（ACL; アクセス コント     
ロール リスト）

 • TACACS+、RADIUS、または LDAP サーバを使用した  
ユーザ認証とユーザ アカウンティング

 • アプリケーション プロトコルと HTTP の詳細なパケット   
検査

 • TCP/IP の正規化パラメータと終了パラメータ

 • Network Address Translation（NAT; ネットワーク アドレ    
ス変換）

『Cisco Application Control Engine 
Module SSL Configuration Guide』

ACE で次の SSL の設定作業を行う方法について説明してい   
ます。

 • SSL の証明書とキー

 • SSL の開始

 • SSL の終了

 • エンドツーエンド SSL

『Cisco Application Control Engine 
Module System Message Guide』

ACE のシステム メッセージのロギングを設定する方法につ  
いて説明しています。このマニュアルには、ACE で生成され 
る syslog メッセージの一覧と説明も含まれています。

『Cisco Application Control Engine 
Module Command Reference』

すべての CLI コマンドと説明（構文、オプション、関連コマ  
ンドを含む）をモード別にアルファベット順で示しています。

『Cisco CSM-to-ACE Conversion Tool 
User Guide』

Cisco Content Switching Module（CSM; コンテント スイッチン     
グ モジュール）から ACE への変換ツールを使用して、CSM   
の実行コンフィギュレーション ファイルまたはスタート 
アップ コンフィギュレーション ファイルを ACE に移行する    
方法について説明しています。

『Cisco CSS-to-ACE Conversion Tool User 
Guide』

Cisco Content Services Switch（CSS）から ACE への変換ツー     
ルを使用して、CCS の実行コンフィギュレーション ファイル  
またはスタートアップ コンフィギュレーション ファイルを  
ACE に移行する方法について説明しています。

マニュアル名 説明
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シンボルおよび表記法
このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。

表記 説明

太字 コマンドおよびコマンド オプションは太字で示し 
ています。太字は、段落内のコマンドを表します。

イタリック体 ユーザが値を指定する引数は、イタリック体で示し

ています。イタリック体は、初出の新しい用語、書

籍のタイトル、強調するテキストを表します。

{   } 必須の引数およびキーワードを囲みます。

[   ] オプションの引数およびキーワードを囲みます。

{x | y | z} 必ずどれか 1 つを選択しなければならない必須キー  
ワードは、波カッコで囲み、縦棒で区切って示して

います。

[ x | y | z ] どれか 1 つを選択できる省略可能なキーワードは、  
角カッコで囲み、縦棒で区切って示しています。

ストリング 引用符を付けない一組の文字。ストリングの前後に

は引用符を使用しません。引用符を使用すると、そ

の引用符も含めてストリングとみなされます。

screen フォント システムが表示する端末セッションおよび情報は、

screen フォントで示しています。

太字の screen フォント ユーザがコマンドラインに入力しなければならない

情報は、太字の screen フォントで示しています。

イタリック体の screen 
フォント

ユーザが値を指定する引数は、イタリック体の

screen フォントで示しています。
^ ^ 記号は、Ctrl キーを表します。たとえば、画面に表  

示される ^D というキーの組み合わせは、Ctrl キーを   
押しながら D キーを押すことを意味します。

<   > パスワードのように出力されない文字は、かぎカッ

コ（< >）で囲んで示しています。
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1. 番号付きリストは、リスト項目の順番が重要であることを示しています。

a. アルファベット付きリストは、セカンダリ リスト項目の順番が重要で
あることを示しています。

 • 箇条書きリストは、リスト トピックの順番が重要でないことを示していま 
す。

－ インデントされたリストは、リスト サブトピックの順番が重要でないこ 
とを示しています。

（注）は、次のように表しています。

（注） 「注釈」です。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介してい

ます。

注意は、次のように表しています。

注意 「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項

が記述されています。

CLI 構文フォーマットの詳細については、『Cisco Application Control Engine Module     
Command Reference』を参照してください。
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マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、およびシスコ 
のセキュリティ ガイドライン

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、マニュアルに関するフィードバッ 
クの提供、シスコ製品のセキュリティ ガイドライン、および推奨されるにエイ 
リアスと一般的なシスコ マニュアルに関する情報については、次の URL で、毎   
月更新される『What’s New in Cisco Product Documentation』を参照してください。     
『What’s New in Cisco Product Documentation』には、シスコの新規および改訂版の     
技術マニュアルの一覧も掲載されています。

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html

Japan TAC Web サイト
Japan TAC Web サイトでは、利用頻度の高い TAC Web サイト
（http://www.cisco.com/tac）のドキュメントを日本語で提供しています。 
Japan TAC Web サイトには、次の URL からアクセスしてください。

http://www.cisco.com/jp/go/tac

サポート契約を結んでいない方は、「ゲスト」としてご登録いただくだけで、Japan
TAC Web サイトのドキュメントにアクセスできます。

Japan TAC Web サイトにアクセスするには、Cisco.com のログイン ID とパスワー      
ドが必要です。ログイン ID とパスワードを取得していない場合は、次の URL に    
アクセスして登録手続きを行ってください。

http://www.cisco.com/jp/register/

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html
http://www.cisco.com/tac
http://www.cisco.com/jp/go/tac
http://www.cisco.com/jp/register/
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オープン ソース ライセンス承認
このソフトウェア ライセンスは、次の承認事項に関連しています。

OpenSSL/Open SSL Project
This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL         
Toolkit (http://www.openssl.org/).

This product includes cryptographic software written by Eric Young 
(eay@cryptsoft.com).

This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

License Issues

The OpenSSL toolkit stays under a dual license, i.e. both the conditions of the OpenSSL              
License and the original SSLeay license apply to the toolkit. See below for the actual              
license texts. Actually both licenses are BSD-style Open Source licenses. In case of any             
license issues related to OpenSSL please contact openssl-core@openssl.org.

OpenSSL License:

Copyright © 1998-2007 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are            
permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions            
and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of            
conditions, and the following disclaimer in the documentation and/or other materials          
provided with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the            
following acknowledgment: “This product includes software developed by the        
OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)”.

4. The names “OpenSSL Toolkit” and “OpenSSL Project” must not be used to endorse            
or promote products derived from this software without prior written permission. For           
written permission, please contact openssl-core@openssl.org.

http://www.openssl.org/
http://www.openssl.org/
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5. Products derived from this software may not be called “OpenSSL” nor may           
“OpenSSL” appear in their names without prior written permission of the OpenSSL           
Project.

6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:
“This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the            
OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)”.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT “AS IS”' AND ANY           
EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,        
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A        
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL         
PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,         
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES     
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS        
OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS         
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,        
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING       
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF           
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young 
(eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim Hudson 
(tjh@cryptsoft.com).

Original SSLeay License:

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com). All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).

The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following             
conditions are adhered to. The following conditions apply to all code found in this             
distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL               
documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms           
except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

http://www.openssl.org/
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Copyright remains Eric Young’s, and as such any Copyright notices in the code are not to               
be removed. If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution               
as the author of the parts of the library used. This can be in the form of a textual message                 
at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are            
permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions            
and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of            
conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials          
provided with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the            
following acknowledgement:
“This product includes cryptographic software written by Eric Young 
(eay@cryptsoft.com)”.
The word ‘cryptographic’ can be left out if the routines from the library being used              
are not cryptography-related.

4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps             
directory (application code) you must include an acknowledgement: “This product         
includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)”.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG “AS IS” AND ANY EXPRESS           
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED         
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR       
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR         
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,       
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT      
NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;        
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER         
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,         
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)       
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF            
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
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The license and distribution terms for any publicly available version or derivative of this             
code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another              
distribution license [including the GNU Public License].
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C H A P T E R 1
ACE の設定

この章では、Catalyst 6500 シリーズ スイッチに搭載された Cisco Application     
Control Engine（ACE）モジュールの基本的な初期設定方法について説明します。 
この章の内容は、次のとおりです。

 • ACE のコンソール接続の確立

 • ACE へのセッション開始およびログイン

 • 管理ユーザ名とパスワードの変更

 • ACE への名前の割り当て

 • ACE の無活動タイムアウトの設定

 • MoTD バナーの設定

 • 日時の設定

 • 端末の設定

 • ブート設定の変更

 • ACE の再起動

 • ACE のシャットダウン

ACE への VLAN（仮想 LAN）の割り当て、ACE の VLAN インターフェイスの設      
定、および ACE のデフォルト ルートまたはスタティック ルートの設定の詳細に    
ついては、『Cisco Application Control Engine Module Routing and Bridging       
Configuration Guide』を参照してください。
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ACE のコンソール接続の確立
端末と ACE 間の直接シリアル接続を確立するには、ACE 前面のコンソール ポー    
トに対してシリアル接続を行います。コンソール ポートは、RJ-45 コネクタの付  
いた非同期 RS-232 シリアル ポートです。このポートに接続されたすべてのデバ   
イスには、非同期伝送能力が必要です。接続する場合は、端末を 9600 ボー、8  
データ ビット、1 ストップ ビット、パリティなしに設定する必要があります。

（注） Admin コンテキストだけが、コンソール ポートを介してアクセスできます。そ  
の他のすべてのコンテキストは、Telnet または Secure Shell（SSH; セキュア シェ     
ル）セッションを介してアクセスします。

接続を確立したら、任意の端末通信アプリケーションを使用して、ACE CLI にア  
クセスします。次の手順では、Windows の HyperTerminal を使用します。

直接シリアル接続を使用して ACE にアクセスする手順は、次のとおりです。

ステップ 1 HyperTerminal を起動します。[Connection Description] ウィンドウが表示されま   
す。

ステップ 2 [Name] フィールドにセッション名を入力します。

ステップ 3 [OK] をクリックします。[Connect To] ウィンドウが表示されます。

ステップ 4 ドロップ ダウン リストで、装置の接続先 COM ポートを選択します。

ステップ 5 [OK] をクリックします。[Port Properties] ウィンドウが表示されます。

ステップ 6 ポートのプロパティを次のように設定します。

 • ボー レート = 9600

 • データ ビット = 8

 • フロー制御 = なし
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 • パリティ = なし

 • ストップ ビット = 1

ステップ 7 [OK] をクリックして接続します。

ステップ 8 Enter  キーを押すと、CLI プロンプトが表示されます。

switch login: 

ログインし、コンフィギュレーション モードを開始して、ACE を設定する方法  
については、「ACE へのセッション開始およびログイン」を参照してください。

セッションを作成したら、[File] メニューで [Save As] を選択して、接続の設定を    
保存します。接続の設定を保存しておくと、次の 2 つの利点があります。

 • 次回、HyperTerminal を起動したとき、セッションが Start > Programs >     
Accessories > HyperTerminal > Name_of_sesion の下にオプションとして表示     
されます。このオプションを使用すれば、再度設定の手順を踏まなくても、

CLI プロンプトをただちに起動できます。

 • 新規の HyperTerminal セッションを設定しなくても、別の装置にケーブルを  
接続できます。このオプションを使用する場合、新規の装置の接続先ポート

は、保存した HyperTerminal セッションに設定したポートと同じにする必要  
があります。そうしないと、プロンプトなしで空の画面が表示されます。
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ACE へのセッション開始およびログイン
ここでは、ACE コンソール ポートまたは Catalyst 6500 CLI を使用して、ACE に       
デフォルト ユーザとして接続する（セッションを開始する）方法について説明 
します。デフォルト ユーザとして ACE に接続すると、ログインし、コンフィ   
ギュレーション モードを開始して、ACE を設定することができます。

ACE の起動時に、2 つのデフォルト ユーザ アカウントが作成されます （admin     
および www）。admin ユーザはグローバル管理者であり、削除できません。XML  
インターフェイスには、www ユーザ アカウントが使用されます。

注意 www ユーザ アカウントを削除しないでください。削除すると、XML インター   
フェイスが操作不能になります。誤って www アカウントを削除した場合は、コ  
ンフィギュレーション モードで username www password 5 password domain       
default-domain role Admin を入力して www アカウントを再設定し、XML 操作      
を復元してください。XML インターフェイスの使用方法については、第 8 章   
「XML インターフェイスの設定」を参照してください。ユーザの設定方法につ 
いては、『Cisco Application Control Engine Module Virtualization Configuration      
Guide』を参照してください。

（注） Admin コンテキストだけが、コンソール ポートを介してアクセスできます。そ  
の他のすべてのコンテキストは、Telnet または SSH リモート アクセス セッショ     
ンを介してアクセスします。

あとで ACE 自体のインターフェイスおよび IP アドレスを設定する場合は、    
Catalyst コンソール ポートまたは Telnet や SSH セッションを使用して、ACE イ       
ンターフェイスを介して ACE CLI にリモートにアクセスすることができます。   
ACE CLI へのリモート アクセスの設定方法については、第 2 章「ACEへのリモー     
ト アクセスのイネーブル化」を参照してください。ACE のインターフェイスの  
設定方法については、『Cisco Application Control Engine Module Routing and Bridging       
Configuration Guide』を参照してください。
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ACE の設定で、ACE にアクセスするユーザのセキュリティ レベルを向上させる   
ことができます。ログイン アクセスのためのユーザ認証の設定方法については、 
『Cisco Application Control Engine Module Security Configuration Guide』を参照して       
ください。

ACE のセッションを開始し、コンフィギュレーション モードにアクセスして、  
初期設定を実行する手順は、次のとおりです。

ステップ 1 次のいずれかの方法を使用して、ACE にアクセスします。

 • コンソール ポートから直接 ACE にアクセスする場合は、ACE 前面の非    
同期 RS-232 シリアル ポートに端末を接続します。このポートに接続さ   
れたすべてのデバイスには、非同期伝送能力が必要です。接続する場合

は、端末を 9600 ボー、8 データ ビット、1 ストップ ビット、パリティ      
なしに設定する必要があります。「ACE のコンソール接続の確立」を参 
照してください。

 • ACE とのセッションを開始する場合は、ACE が正常にブートしたあと  
に Catalyst CLI から session コマンドを入力して、ACE に Telnet 接続し        
ます。

Cat6k-switch# session slot mod_num processor 0

mod_num 引数は、ACE が搭載された Catalyst 6500 シリーズ シャーシの
スロット番号を示します。

（注） デフォルトのエスケープ文字シーケンスは、Ctrl-^ のあとに x が付いたもので   
す。リモート プロンプトで exit を入力して、セッションを終了することもでき   
ます。

ステップ 2 次のプロンプトでログイン ユーザ名およびパスワードを入力して、ACE にログ  
インします。

switch login: admin
Password: admin

デフォルトでは、ユーザ名およびパスワードは両方とも admin です。
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プロンプトが次のように変わります。

switch/Admin# 

デフォルトのログイン ユーザ名およびパスワードを変更する詳細については、 
「管理ユーザ名とパスワードの変更」を参照してください。

ステップ 3 コンフィギュレーション モードにアクセスするには、次のように入力します。

switch/Admin# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z

プロンプトが次のように変わります。

switch/Admin(config)#
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管理ユーザ名とパスワードの変更
ACE への初期ログイン プロセス中に、デフォルト ユーザ名 adminおよびデフォ    
ルト パスワード admin を小文字で入力します。セキュリティ上の理由から、管   
理ユーザ名およびパスワードを変更する必要があります。シスコから出荷された

すべての ACE で管理ユーザ名およびパスワードは同じ値に設定されているた  
め、ユーザ名およびパスワードを変更しない場合、ご使用の ACE のセキュリティ  
が著しく低下することがあります。

管理ユーザ名とパスワードは、フラッシュ メモリに格納されます。ACE をリブー  
トするたびに、フラッシュ メモリからユーザ名およびパスワードが読み取られ 
ます。管理ユーザ名には、デフォルトで、グローバル管理ステータスが割り当て

られています。

（注） Admin コンテキストで作成されたユーザのデフォルトのアクセス範囲は、ACE 
全体です。新規ユーザにユーザ ロールを割り当てない場合、デフォルト ユーザ  
ロールは Network-Monitor です。その他のコンテキストで作成されたユーザのデ  
フォルトのアクセス範囲は、そのコンテキスト全体です。各ユーザのアカウン

トおよび権限を確認するには、show user-account Exec コマンドを使用します。   
コンテキスト、ユーザ ロール、およびドメインの詳細については、『Cisco 
Application Control Engine Module Virtualization Configuration Guide』を参照してく      
ださい。

デフォルト ユーザ名およびパスワードを変更するには、コンフィギュレーショ 
ン モードで username コマンドを使用します。このコマンドの構文は、次のとお   
りです。

username name1 [password [0 | 5] {password}] 

キーワード、引数、およびオプションは次のとおりです。

 • name1 — 割り当てまたは変更を行うユーザ名を設定します。24 文字以内で、   
スペースを含まないテキスト ストリングを、引用符で囲まず入力します。

 • password — （任意）パスワードが続くことを示すキーワードです。

 • 0 — （任意）クリア テキスト形式のパスワードを指定します。
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 • 5 — （任意）MD5 ハッシュ形式の強化暗号化パスワードを指定します。

 • password — 入力した数値オプション（0 または 5）の値に応じた、クリア テ     
キスト、暗号化テキスト、または MD5 強化暗号化形式のパスワードです。  
数値オプションを入力しなかった場合、パスワードはデフォルトでクリア テ 
キスト形式になります。64 文字以内のテキスト ストリングを、引用符で囲  
まず入力します。

たとえば、クリア テキスト形式のパスワード mysecret_801 を使用するユーザ   
user1 を作成するには、次のように入力します。

switch/Admin(config)# username user1 password 0 mysecret_801

設定からユーザ名を削除するには、次のように入力します。

switch/Admin(config)# no username user1

管理アカウント パスワードのリセット
ACE の管理アカウントのパスワードを忘れて、ACE にアクセスできない場合は、  
ACE の初期ブート シーケンス中に admin パスワードを回復することができま    
す。Admin ユーザのパスワードを出荷時のデフォルト値 admin にリセットするに   
は、コンソール ポートを介して ACE にアクセスする必要があります。

（注） コンソール ポートを介してアクセスできるのは、Admin コンテキストのみです。

パスワードをリセットして、Admin ユーザが ACE にアクセスできるようにする   
手順は、次のとおりです。

ステップ 1 Catalyst 6500 シリーズ スイッチのコンソール ポートに接続します。

ステップ 2 前面パネルのコンソール ポートを介して、ACE とのセッションを開始します。

ステップ 3 Catalyst 6500 シリーズ CLI から ACE をリブートします。詳細については、「ACE      
の再起動」を参照してください。
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ステップ 4 ブート プロセス中に、コンソール端末に出力が表示されます。端末に [Waiting  
for 3 seconds to enter setup mode...]（セットアップ モードに入るまで 3 秒間待機中         
です ...）というメッセージが表示されたら、ESC キーを押します（次の例を参 
照）。セットアップ モードが開始します。タイミングを逃した場合は、ACE が適  
切にブートするまで待機し、Catalyst 6500 シリーズ CLI から ACE をリブートし      
ます。その後、ESC キーを押して、セットアップ モードへのアクセスを再試行  
してください。

IXP polling timeout interval: 120

map_pci_xram_to_uspace[149] :: mapping 4096 bytes from 0x58800000

map_pci_xram_to_uspace[149] :: mapping 4096 bytes from 0x5a800000
................................................
IXP's are up... <Sec 48 :Status of IXP1 7, IXP2 7>

map_pci_xram_to_uspace[149] :: mapping 102400 bytes from 0x4fd68000
map_pci_xram_to_usenabling intb 57 interrupts
pace[149] :: mapping 102400 bytes from 0x57d68000
Starting lcpfw process...
inserting IPCP klm
Warning: loading /itasca/klm/klm_session.klm will taint the kernel: no 
license
  See http://www.tux.org/lkml/#export-tainted for information about 
tainted modu
les
Module klm_session.klm loaded, with warnings
inserting cpu_util klm
 create dev node as 'mknod /dev/cpu_util c 236 0'
getting cpu_util dev major num
making new cpu_util dev node

 Session Agent waiting for packets .
Waiting for 3 seconds to enter setup mode...
Entering setup sequence...
Reset Admin password [y/n] (default: n): y
Resetting admin password to factory default...
XR Serial driver version 1.0 (2004-11-08) with no serial options 
enabled
ttyXR major device number: 235
Create a dev file with 'mknod /dev/ttyXR c 235 [0-1]'
cux major device number: 234
Create a dev file with 'mknod /dev/cux c 234 [0-1]'
ttyXR0 at 0x10c00000 (irq = 59) is a 16550A
ttyXR1 at 0x10c00008 (irq = 59) is a 16550A
No licenses installed...

Loading.. Please wait...Done!!!
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ステップ 5 admin パスワードをリセットするかどうかが確認されます。y を入力します。 
[Resetting admin password to factory default]（管理パスワードを工場出荷時のデフォ     
ルトにリセットしています）というメッセージが表示されます。ACE のスター 
トアップ コンフィギュレーションから、admin ユーザ パスワードの設定が削除   
され、パスワードが出荷時のデフォルト値 admin にリセットされます。

ブート プロセスが通常どおり継続し、ログイン プロンプトで admin パスワード    
を入力できるようになります。
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ACE への名前の割り当て
コマンドライン プロンプトおよびデフォルトのコンフィギュレーション ファイ  
ル名には、ホスト名が使用されます。複数のデバイスとのセッションを確立する

場合、ホスト名を表示されていると、コマンドの入力場所を追跡しやすくなりま

す。ACE のデフォルトのホスト名は「switch」です。ACE のホスト名を指定する  
には、 hostname コンフィギュレーション モード コマンドを使用します。冗長構    
成のピア ACE のホスト名を指定するには、peer hostname コマンドを使用しま    
す。

これらのコマンドの構文は、次のとおりです。

hostname name

peer hostname name

name 引数は、ACE の新しいホスト名を指定します。大文字と小文字の区別があ  
る、1 ～ 32 文字の英数字からなるテキスト ストリングを入力します。

たとえば、ACE のホスト名を switch から ACE_1 に変更するには、次のように入     
力します。

switch/Admin(config)# hostname ACE_1
ACE_1/Admin(config)# 
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ACE の無活動タイムアウトの設定
デフォルトの無活動タイムアウト値は 5 分です。ACE が非アクティブ ユーザを    
自動的にログオフするまでの時間を変更するには、コンフィギュレーション

モードで login timeout コマンドを使用します。このコマンドは、ACE がコンソー    
ル、Telnet、または SSH セッションを終了するまでのユーザ セッションのアイ   
ドル時間を指定します。

（注） login timeout コマンドを設定すると、terminal session-timeout の設定が上書きさ    
れます（「端末表示属性の設定」を参照）。

このコマンドの構文は、次のとおりです。

login timeout minutes

minutes 引数は、ACE がセッションを終了するまでのユーザのアイドル時間を指  
定します。有効なエントリは 0 ～ 60 分です。値 0 を指定した場合、ACE はタイ       
ムアウトしません。デフォルトは 5 分です。

たとえば、タイムアウト時間を 10 分に指定するには、次のように入力します。

host1/Admin(config)# login timeout 10

デフォルトのタイムアウト値の 5 分に戻すには、次のコマンドを入力します。

host1/Admin(config)# no login timeout

設定されたログイン タイムアウト値を表示するには、EXEC モードで show login    
timeout コマンドを使用します。たとえば、次のように入力します。

host1/Admin# show login timeout
Login Timeout 10 minutes.
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MoTD バナーの設定
コンフィギュレーション モードでメッセージを設定すると、ユーザが ACE に接   
続したときに、Message-of-The-Day（MoTD）バナーを表示することができます。
ACE に接続すると、MoTD バナーが表示され、そのあとにログイン バナーおよ   
び EXEC モード プロンプトが表示されます。

このコマンドの構文は、次のとおりです。

banner motd text

text 引数は、MoTD バナーとして表示される 1 行のメッセージ テキストです。text     
ストリングは、最初のスペースのあとに続く、行末の Carriage Return（CR; 復帰）   
または Line Feed（LF; 改行）までのすべての文字で構成されます。

ポンド（#）記号は、各行の区切り文字として機能します。バナー テキストには 
スペースを使用できますが、CLI でタブを入力することはできません。MoTD バ  
ナーに複数行を表示するように ACE に指示するには、表示する行ごとに新しい  
banner motd コマンドを入力します。

バナー メッセージの各行は最大 80 文字です。MoTD バナーには最大 3000 文字      
（3000 バイト）を使用できます。この最大値には、メッセージ内の LF および最   
後の区切り文字がすべて含まれます。

既存の MoTD バナーに複数行を追加するには、banner motd コマンドを使用し    
て、各行を入力します。既存バナーの末尾に、各行が追加されます。空のテキス

トを入力した場合は、バナーに CR が追加されます。

メッセージ テキストには、トークンを $(token) の形式で含めることができます。   
トークンは対応する設定変数で置き換えられます。たとえば、次のように入力し

ます。

 • $(hostname) — 実行中の ACE のホスト名を表示します。

 • $(line) — tty（テレタイプライタ）行または名前（「/dev/console」、「/dev/pts/0」  
「1」など）を表示します。

単一行の banner motd 入力で $(hostname) を使用する場合は、$(hostname) を二重      
引用符（“）で囲む必要があります。このようにすると、単一行内の変数の先頭
に位置する $ が特殊文字として解釈されます。たとえば、次のように入力します。

switch/Admin(config)# banner motd #Welcome to “$(hostname)”...#
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単一行のメッセージ ストリング内の区切り文字に二重引用符（“）またはパーセ 
ント記号（%）を使用しないでください。

複数行の入力では、入力モードが単一行モードと異なるため、トークンを二重引

用符（“）で囲む必要はありません。複数行モードで操作している場合、ACE は 
二重引用符（“）を文字どおりに解釈します。次に、複数行に及び、トークンを
使用しバナー メッセージを設定する例を示します。

switch/Admin(config)# banner motd #
Enter TEXT message. End with the character '#'.
================================
Welcome to Admin Context
--------------------------------
Hostname: $(hostname)
Tty Line: $(line)
=================================
#

バナー、または複数行バナーの特定の行を置き換えるには、no banner motd コマ   
ンドを使用してから、新しい行を追加します。

設定されたバナー メッセージを表示するには、EXEC モードで show banner motd     
コマンドを使用します。たとえば、次のように入力します。

host1/Admin# show banner motd



1-15
Cisco Application Control Engine モジュール アドミニストレーション ガイド      

OL-11865-01-J

第 1章      ACE の設定
日時の設定

日時の設定
ACE の日時は、Catalyst 6500 シリーズ スーパーバイザ エンジンのクロックと同     
期します。表示する ACE の時間帯およびサマー タイムを設定できます。スイッ   
チのシステム クロック設定の詳細については、『Cisco 6500 Series Switch Cisco IOS      
Software Configuration Guide』を参照してください。

ここで説明する内容は、次のとおりです。

 • 時間帯の設定

 • 夏時間の調整

 • システム クロック設定の表示

時間帯の設定

ACE の時間帯を設定するには、コンフィギュレーション モードで clock timezone    
コマンドを使用します。ACE では、時間が Coordinated Universal Time （UTC; 世     
界標準時）オフセットとして内部的に保持されています。

このコマンドの構文は、次のとおりです。

clock timezone {zone_name{+ | –} hours minutes} | {standard timezone}

キーワード、引数、およびオプションは次のとおりです。

 • zone_name — 時間帯が有効な場合に表示される、8 文字の時間帯の名前（PDT   
など）。表 1-1 に、zone_name 引数に使用できる一般的な時間帯の略語を示し  
ます。

 • hours — 時間帯の UTC からのオフセット有効範囲は –23 ～ 23 です。

 • minutes — 時間帯の分単位の UTC からのオフセット有効範囲は 0 ～ 59 分で        
す。

 • standard timezone — 一般的な時間帯、および適用可能な UTC 時間オフセッ     
トの一覧を表示します。有効な選択肢は次のとおりです。

－ AKST — アラスカ標準時（UTC – 9 時間）

－ AST — 大西洋標準時（UTC – 4 時間）

－ BST — 英国夏時間（UTC + 1 時間）

－ CEST — 中央ヨーロッパ夏時間（UTC + 2 時間）

－ CET — 中央ヨーロッパ標準時（UTC + 1 時間）
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－ CST — 米国中部標準時（UTC – 6 時間）

－ CST — オーストラリア中部標準時（UTC + 9.5 時間）

－ EEST — 東ヨーロッパ夏時間（UTC + 3 時間）

－ EET — 東ヨーロッパ時間（UTC + 2 時間）

－ EST — 米国東部標準時（UTC – 5 時間）

－ GMT — グリニッジ標準時（UTC）

－ HST — ハワイ標準時（UTC – 10 時間）

－ IST — アイルランド夏時間（UTC + 1 時間）

－ MSD — モスクワ夏時間（UTC + 4 時間）

－ MSK — モスクワ時間（UTC + 3 時間）

－ MST — 山岳標準時（UTC – 7 時間）

－ PST — 太平洋標準時（UTC – 8 時間）

－ WEST — 西ヨーロッパ夏時間（UTC + 1 時間）

－ WST — オーストラリア西部標準時（UTC + 8 時間）

表 1-1 に、zone_name 引数に指定できる一般的な時間帯の略語を示します。

表 1-1 一般的な時間帯の略語 

略語 時間帯名および UTC オフセット

欧州

BST 英国夏時間（UTC + 1 時間）
CET 中央ヨーロッパ標準時（UTC + 1 時間）
CEST 中央ヨーロッパ夏時間（UTC + 2 時間）
EET 東ヨーロッパ時間（UTC + 2 時間）
EEST 東ヨーロッパ夏時間（UTC + 3 時間）
GMT グリニッジ標準時（UTC）
IST アイルランド夏時間（UTC + 1 時間）
MSK モスクワ時間（UTC + 3 時間）
MSD モスクワ夏時間（UTC + 4 時間）
WET 西ヨーロッパ時間（UTC + 1 時間）
WEST 西ヨーロッパ夏時間（UTC + 1 時間）
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たとえば、時間帯を PST に設定し、UTC オフセットを –8 時間に設定するには、     
次のように入力します。

host1/Admin(config)# clock timezone PST -8 0

米国およびカナダ

AST 大西洋標準時（UTC – 4 時間）
ADT 大西洋夏時間（UTC – 3 時間）
CT 米国中部時間（場所および時期に応じて CST または CDT）
CST 米国中部標準時（UTC – 6 時間）
CDT 米国中部夏時間（UTC – 5 時間）
ET 米国東部時間（場所および時期に応じて EST または EDT）
EST 米国東部標準時（UTC – 5 時間）
EDT 米国東部夏時間（UTC – 4 時間）
MT 山岳標準時（場所および時期に応じて MST または MDT）
MDT 山岳部夏時間（UTC – 6 時間） 
MST 山岳部標準時（UTC – 7 時間）
PT 太平洋標準時（場所および時期に応じて PST または PDT）
PDT 米国太平洋夏時間（UTC – 7 時間）
PST 米国太平洋標準時（UTC – 8 時間）
AKST アラスカ標準時（UTC – 9 時間）
AKDT アラスカ夏時間（UTC – 8 時間）
HST ハワイ標準時（UTC – 10 時間）

オーストラリア

CST オーストラリア中部標準時（UTC + 9.5 時間）
EST オーストラリア東部標準時 /夏時間（UTC + 10 時間、夏時間中は   

+ 11 時間）
WST オーストラリア西部標準時（UTC + 8 時間）

表 1-1 一般的な時間帯の略語（続き）

略語 時間帯名および UTC オフセット
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クロックの時間帯設定を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。  
たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config)# no clock timezone

夏時間の調整

時間を夏時間に自動変更するように ACE を設定するには、コンフィギュレー  
ション モードで clock summer-time コマンドを使用します。

このコマンドの最初の部分は夏時間の開始時期、2 番めの部分は夏時間の終了時 
期を指定します。すべての時間はローカル時間帯に対する相対的な値です。開始

時間は標準時に対する相対的な時間、終了時間は夏時間に対する相対的な時間で

す。開始月が終了月よりあとの場合は、南半球であると想定されます。

このコマンドの構文は、次のとおりです。

clock summer-time {daylight_timezone_name start_week start_day start_month 
start_time end_week end_day end_month end_time daylight_offset | standard 
timezone}

キーワード、引数、およびオプションは次のとおりです。

 • daylight_timezone_name — 夏時間が有効な場合に表示される 8 文字の時間帯    
名（PDT など）。daylight_timezone_name 引数で使用される一般的な時間帯の  
略語については、表 1-1 を参照してください。

 • start_week end_week — 1 ～ 5 の範囲の週

 • start_day end_day — 日曜から土曜までの曜日

 • start_month end_month — 1 月から 12 月までの月

 • start_time end_time — 時間および分で指定された 24 時間形式の時間

 • daylight_offset — 夏時間中に追加される分数。有効エントリは、1 ～ 1440 で     
す。

 • standard timezone — 一般的な時間帯、適用可能な夏時間開始日と終了日、お   
よび夏時間オフセットの一覧を表示します。有効な選択肢は次のとおりで

す。

－ ADT — 大西洋夏時間：4 月第 1 日曜午前 2 時～ 10 月最終日曜午前 2 時           
（+ 60 分）
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－ AKDT — アラスカ夏時間：4 月第 1 日曜午前 2 時～ 10 月最終日曜午前         
2 時（+ 60 分）

－ CDT — 米国中部夏時間：4 月第 1 日曜午前 2 時～ 10 月最終日曜午前 2          
時（+ 60 分）

－ EDT — 米国東部夏時間：4 月第 1 日曜午前 2 時～ 10 月最終日曜午前 2          
時（+ 60 分）

－ MDT — 山岳部夏時間：4 月第 1 日曜午前 2 時～ 10 月最終日曜午前 2 時           
（+ 60 分）

－ PDT — 米国太平洋夏時間：4 月第 1 日曜午前 2 時～ 10 月最終日曜午前         
2 時（+ 60 分）

たとえば、夏時間の開始日を 4 月の第 1 日曜の午前 2 時、終了日を 10 月の最終        
日曜の午前 2 時、夏時間オフセットを 60 分に指定するには、次のように入力し    
ます。

host1/Admin(config)# clock summer-time Pacific 1 Sun Apr 02:00 5 Sun 
Oct 02:00 60

クロックの夏時間設定を削除するには、このコマンドの no  形式を使用します。   
たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config)# no clock summer-time

システム クロック設定の表示
ACE のシステム クロックを表示するには、EXEC モードで show clock コマンド      
を使用します。

このコマンドの構文は、次のとおりです。

show clock

次に、現在のクロック設定の出力例を示します。

host1/Admin# show clock
Mon Mar 6 18:26:55 UTC 2006
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端末の設定
ACE CLI にアクセスするには、次のいずれかの方法を使用します。

 • ACE 前面のコンソール ポートに接続された専用端末を使用して、直接接続  
します。

 • SSH または Telnet プロトコルを使用して、Catalyst 6500 シリーズ スイッチを      
介した ACE とのリモート接続を確立します。

（注） Admin コンテキストだけが、コンソール ポートを介してアクセスできます。そ  
の他のすべてのコンテキストは、Telnet または SSH セッションを介してアクセ   
スします。

ここで説明する内容は、次のとおりです。

 • 端末表示属性の設定

 • 端末行の設定

SSH または Telnet を使用した ACE CLI とのリモート アクセスを設定する方法に       
ついては、第 2 章「ACEへのリモート アクセスのイネーブル化」を参照してく   
ださい。

端末表示属性の設定

コンソール セッション中に、端末に表示する情報の行数および幅を指定できま 
す。表示画面の最大行数は、511 カラムです。端末表示を設定するには、EXEC 
モードで terminal コマンドを使用します。terminal コマンドを使用すると、コマ   
ンド出力の表示幅を設定できます。

このコマンドの構文は、次のとおりです。

terminal {length lines | monitor | session-timeout minutes | terminal-type text | 
width characters} 
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キーワード、引数、およびオプションは次のとおりです。

 • length lines — 現在の端末画面に表示される行数を設定します。このコマン   
ドは、コンソール ポート専用です。Telnet および SSH セッションの場合、長    
さは自動的に設定されます。有効なエントリは、0 ～ 511 です。デフォルト   
は 24 行です。0 を選択した場合、ACE はスクロールし続けます（一時停止    
しません）。

 • monitor — 端末に現在の端末およびセッションの syslog 出力を表示します。    
端末にさまざまなレベルの syslog メッセージを表示できるようにするには、  
logging monitor コマンドを使用します（詳細については、『Cisco Application   
Control Engine Module System Message Guide』を参照）。

 • session-timeout minutes — 無活動タイムアウトを分単位で指定して、ACE の    
現在の端末セッションの自動ログアウト時間を設定します。無活動期間がこ

のコマンドで設定された時間制限を超えると、ACE はセッションを閉じて、 
終了します。有効範囲は 0 ～ 525600 です。デフォルト値は 5 分です。terminal      
session-timeout 値を 0 に設定すると、この機能はディセーブルになり、ACE   
の終了を選択するまで端末はアクティブなままになります。この変更内容は

コンフィギュレーション ファイルに保存されません。

（注） login timeout コマンドを設定すると、terminal session-timeout の設定    
が上書きされます（「ACE の無活動タイムアウトの設定」を参照）。

 • terminal-type text — ACE へのアクセスに使用される端末の名前およびタイ    
プを指定します。Telnet または SSH セッションで不明な端末タイプが指定さ   
れた場合は、デフォルトで VT100 端末が使用されます。1 ～ 80 文字の英数     
字からなるテキスト ストリングを指定します。

 • width characters — 現在の端末画面に表示される文字数を設定します。この   
コマンドは、コンソール ポート専用です。Telnet および SSH セッションの    
場合、幅は自動的に設定されます。有効なエントリは 24 ～ 512 です。デフォ    
ルトは 80 カラムです。

たとえば、VT200 端末を指定し、画面行数を 35、文字数を 250 に設定するには、    
次のように入力します。

host1/Admin# terminal terminal-type vt200
host1/Admin# terminal length 35
host1/Admin# terminal width 250
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たとえば、現在のセッションの端末タイムアウトを 600 分に指定するには、次の  
ように入力します。

host1/Admin# terminal session-timeout 600

画面行の長さなどの端末設定をデフォルト値にリセットするには、このコマンド

の no 形式を使用します。

host1/Admin# terminal no width

たとえば、現在の端末のモニタリング セッションを開始するには、次のように 
入力します。

host1/Admin# terminal monitor
host/Admin# %ACE-7-111009: User 'admin' executed cmd: terminal monitor

 %ACE-7-111009: User 'admin' executed cmd: terminal monitor......

現在の端末のモニタリング セッションを停止するには、次のように入力します。

host1/Admin# terminal no monitor

コンソール端末の設定を表示するには、show terminal EXEC モード コマンドを    
使用します。たとえば、次のように入力します。

host1/Admin# show terminal
TTY: /dev/pts/0 Type: “vt100”
Length: 25 lines, Width: 80 columns
Session Timeout: 60 minutes

端末行の設定

ここでは、コンソールまたは仮想端末を介して ACE にアクセスするように端末  
行を設定する方法について説明します。内容は次のとおりです。

 • コンソール回線の設定

 • 仮想端末回線の設定
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コンソール回線の設定

コンソール ポートは ACE の非同期シリアル ポートです。このポートを使用する    
と、モジュールに直接アクセスし、RJ-45 コネクタの付いた標準 RS-232 ポート   
を介して初期設定を実行できます。このポートに接続されたすべてのデバイスに

は、非同期伝送能力が必要です。接続する場合は、端末を 9600 ボー、8 データ   
ビット、1 ストップ ビット、パリティなしに設定する必要があります。

コンソール インターフェイスを設定するには、line console コンフィギュレー   
ション モード コマンドを使用します。コンソール コンフィギュレーション モー    
ドが表示されます。

コンソール コンフィギュレーション モードでライン コンソールを設定するに   
は、次のコマンドを 1 つまたは複数指定します。

 • databits number — 文字あたりのデータ ビット数を指定します。有効範囲は    
5 ～ 8 です。デフォルト値は 8 データ ビットです。

 • parity — コンソール接続のパリティを設定します。サポートされているパリ  
ティは次のとおりです。even（偶数パリティ）、none （パリティなし）、ま 
たは odd（奇数パリティ）デフォルトは none です。

 • speed speed — シリアル コンソールの送受信速度を設定します。有効範囲は    
110 ～ 115200 ボーです（110、150、300、600、1200、2400、4800、9600、19200、   
28800、38400、57600、または 115200）。デフォルトは 9600 ボーです。

 • stopbits — コンソール接続のストップ ビットを設定します。有効値は 1 また     
は 2 ストップ ビットです。デフォルトは 1 ストップ ビットです。

たとえば、ACE のコンソール ラインを設定するには、次のように入力します。
host1/Admin# config 
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z
host1/Admin(config)#
host1/Admin(config)# line console
host1/Admin(config-console)# databits 6
host1/Admin(config-console)# parity even
host1/Admin(config-console)# speed 19200
host1/Admin(config-console)# stopbits 1

設定されたコンソール ラインの設定をディセーブルにするには、このコマンド 
の no 形式を使用します。たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config-console)# no stopbits 1
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ACE に設定されたコンソール設定を確認するには、show line console EXEC モー     
ド コマンドを使用します。

このコマンドの構文は、次のとおりです。

show line console [connected]

オプションの connected キーワードを指定すると、物理接続のステータスが表示  
されます。

たとえば、設定されたコンソールの内容を表示するには、次のように入力します。

host1/Admin# show line console
line Console:
    Speed:        9600 bauds
    Databits:     8 bits per byte
    Stopbits:     1 bit(s)
    Parity:       none

仮想端末回線の設定

仮想端末回線を使用すると、ACE にリモートにアクセスできます。仮想端末回 
線にはコンソール ポートが関連付けられていません。ACE にアクセスするには、  
Catalyst 6500 シリーズ スイッチの仮想ポートを使用します。

仮想端末回線を設定するには、line vty コンフィギュレーション モード コマンド    
を使用します。ライン コンフィギュレーション モードが開始します。回線ごと  
の端末セッションの最大数を設定するには、session-limit コマンドを使用します。

このコマンドの構文は、次のとおりです。

session-limit number

number 引数は、回線ごとの端末セッションの最大数を設定します。有効範囲は 
1 ～ 251 です。

たとえば、仮想端末回線を設定するには、次のように入力します。

host1/Admin# config 
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z
host1/Admin(config)#
host1/Admin(config)# line vty
host1/Admin(config-line)# session-limit 23
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設定された仮想端末回線の設定をディセーブルにするには、このコマンドの no 
形式を使用します。たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config-line)# no session-limit 23

指定された vty セッションを閉じるには、EXEC モードで clear line コマンドを使      
用します。このコマンドの構文は、次のとおりです。

clear line vty_name

vty_name 引数は、VTY セッションの名前を指定します。仮想端末の名前を 64 文    
字以下で入力します。

たとえば、指定された vty セッションを閉じるには、次のように入力します。

host1/Admin# clear line vty vty1
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ブート設定の変更
ACE は、ROMmon モードでブート プロセスを実行する方法を制御できます。   
ROMmon は、ACE に電源を投入した直後、またはリセットした直後に実行を開  
始する ROM に常駐しているコードです。ACE のブート方法は、ユーザ設定可能   
な 2 つのパラメータによって決まります。コンフィギュレーション レジスタの   
ブート フィールドおよび BOOT 環境変数です。

ここでは、ACE のブート設定の変更方法について説明します。内容は次のとお 
りです。

 • コンフィギュレーション レジスタのブート方式の設定

 • BOOT環境変数の設定

 • ACE のブート設定の表示

コンフィギュレーション レジスタのブート方式の設定
ROMmon コードは、起動時、リセット時、または重大な例外が発生したときに 
実行されます。ACE で ROMmon モードが開始されるのは、有効なシステム イ    
メージがなかった場合、フラッシュ メモリ内のコンフィギュレーションが壊れ 
ていた場合、またはコンフィギュレーション レジスタが ROMmon モードを開始   
するように設定されていた場合です。

（注） ROMmon モードを手動で開始するには、ACE を再起動し、起動から 60 秒以内    
に Break キーを押します。端末サーバから ACE に接続している場合は、エス    
ケープによって Telnet プロンプトを表示し、 send break コマンドを入力すると、     
ROMmon モードに移行できます。

次回の起動時に ACE で使用されるブート方式を変更するには、ソフトウェア コ   
ンフィギュレーション レジスタのブート フィールドを設定します。コンフィ  
ギュレーション レジスタによって、ACE のブート方式、およびシステム イメー   
ジの保管場所が決まります。ブート フィールドを変更することにより、起動時 
にデフォルトのシステム イメージを使用しないで、強制的に特定のシステム イ  
メージをブートさせることができます。
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コンフィギュレーション レジスタの設定を変更するには、config-register コン  
フィギュレーション コマンドを使用します。このコマンドが作用するのは、ブー 
ト フィールドを制御するコンフィギュレーション レジスタ ビットだけです。他   
のビットの設定は変わりません。

このコマンドの構文は、次のとおりです。

config-register value 

value 引数は、次回に ACE を再起動するときに使用するコンフィギュレーション   
レジスタ値を表します。サポートされている value のエントリは、次のとおりで  
す。

 • 0 — リブート時に、ROMmon プロンプトが表示されます。ACE は、起動後    
も ROMmon モードのままです。

 • 1 — リブート時に、ACE は BOOT 環境変数で識別されるシステム イメージ      
をブートします（「BOOT環境変数の設定」を参照）。BOOT 環境変数は、起 
動時に ACE の起動元となる各種デバイス上のイメージ ファイルのリストを   
指定します。ACE がエラーを検出するか、またはイメージが無効な場合は、 
別のイメージ（指定されている場合）を試行します。別のイメージでもブー

トに失敗する場合は、ROMmon モードに戻ります。

ROMmon プロンプトから ACE をブートする方法については、「ROMmon プ    
ロンプトからの ACE のブート」を参照してください。

たとえば、リブート時に BOOT 環境変数で識別されたシステム イメージをブー   
トするようにコンフィギュレーション レジスタのブート フィールドを設定する  
には、次のように入力します。

host1/Admin(config)# config-register 1

ROMmon プロンプトからの ACE のブート

config-register コマンドで値 0 を指定した場合、ACE はリロード時または電源の    
再投入時に強制的に ROMmon モードを開始します。ブートするイメージ ファイ   
ルの場所を指定しないかぎり、ACE は ROMmon モードのままです。

ACE では、ROMmon プロンプトからモジュールをブートする方式を 2 つサポー    
トしています。

 • ROMmon モードでコンフィギュレーション レジスタ設定を手動で変更する  
には、confreg コマンドを使用して、そのあとに値 0 または 1 を指定します。
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 • 画面上のプロンプトを使用してブート特性を変更するには、値を指定しない

で、confreg コマンドを使用します。

特定のシステム イメージから手動でブートするように ACE を設定するには、   
confreg コマンドを使用して、コンフィギュレーション レジスタ値に 1 を指定し    
ます。ACE がブートに使用するシステム イメージ ファイルの名前を識別します。

confreg 値に 0 を指定した場合は、ACE のブート時に ROMmon プロンプトが表      
示されます。

たとえば、ROMmon プロンプトで confreg コマンドを使用して、
c6ace-t1k9-mzg.3.0.0_A0_2.48.bin システム イメージからブートするように ACE 
を設定するには、次のように入力します。

rommon 11 > confreg 1
rommon 12 > BOOT=disk0:c6ace-t1k9-mzg.3.0.0_A0_2.48.bin
rommon 13 > sync

BOOT 変数で指定されたイメージから自動的にブートするように ACE を設定す   
るには（「BOOT 環境変数の設定」を参照）、コンフィギュレーション レジスタ 
値を指定しないで confreg コマンドを使用して、Configuration Summary メニュー    
ベース ユーティリティを起動します。その後、BOOT 環境変数で識別されるシ  
ステム イメージからブートするように ACE を設定できます（「BOOT 環境変数   
の設定」参照）。

たとえば、confreg コマンドを使用して、ACE のブート特性を変更するためのプ  
ロンプトを画面に表示するには、次のようにします。

rommon 11 > confreg
Configuration Summary
(Virtual Configuration Register: 0x1)
enabled are:
break/abort has effect
console baud: 9600
boot: the ROM monitor
do you wish to change the configuration? y/n [n]: y
disable “break/abort has effect”? y/n [n]:
enable “ignore system config info”? y/n [n]:
change the boot characteristics? y/n [n]: y
enter to boot:
0 = ROM Monitor
1 = boot file specified in BOOT variable
[1]: 1
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たとえば、confreg コマンドを使用して、c6ace-t1k9-mzg.3.0.0_A0_2.48.bin システ  
ム イメージからブートするように ACE を設定するには、次のように入力します。

rommon 11 > confreg
Configuration Summary
(Virtual Configuration Register: 0x1)
enabled are:
break/abort has effect
console baud: 9600
boot: the ROM monitor
do you wish to change the configuration? y/n [n]: n
rommon 12 > BOOT=disk0:c6ace-t1k9-mzg.3.0.0_A0_2.48.bin
rommon 13 > sync

BOOT環境変数の設定
BOOT 環境変数は、起動時に ACE の起動元となる各種デバイス上のイメージ   
ファイルのリストを指定します。BOOT 環境変数に複数のイメージを追加する 
と、フェールセーフ ブート設定が得られます。最初のファイルで ACE をブート   
できなかった場合、BOOT 環境変数で次に指定されているイメージが試行され、 
ACE がブートするかブートを試行するイメージがなくなるまで、この作業が順 
番に繰り返されます。ブートできる有効なイメージがない場合、ACE は ROMmon  
モードを開始して、ユーザが手動でブート イメージを指定できるようにします。

ACE は、BOOT 環境変数に追加された順序で、イメージを保管および実行しま 
す。起動時のイメージ試行順序を変更する場合は、BOOT 環境変数のイメージを 
追加または消去して、適切な順序になるようにするか、BOOT 環境変数全体を一 
度消去してから、変更したい順序でリストを再度定義します。

BOOT 環境変数を設定するには、boot system image: コマンドを使用します。こ    
のコマンドの構文は、次のとおりです。

boot system image:image_name

image_name 引数は、システム イメージ ファイルの名前を指定します。指定した   
ファイルが存在しない場合（たとえば、間違ったファイル名を入力した場合な

ど）は、ブートストリングにファイル名が付加され、[Warning: File not found but    
still added in the bootstring]（警告：ファイルが見つかりませんが、ブートストリ    
ングに追加します）というメッセージが表示されます。指定したファイルが存在

するにもかかわらず、有効なイメージでない場合は、ブートストリングにファイ
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ルが追加されないで、[Warning: file found but it is not a valid boot image]（警告：          
ファイルが見つかりませんが、ブート イメージが有効ではありません）という 
メッセージが表示されます。

たとえば、BOOT 環境変数を設定するには、次のように入力します。
host1/Admin(config)# boot system 
image:c6ace-t1k9-mzg.3.0.0_A0_2.48.bin

ACE のブート設定の表示
現在の BOOT 環境変数およびコンフィギュレーション レジスタ設定を表示する   
には、EXEC モードで show bootvar コマンドを使用します。

たとえば、BOOT 環境変数の設定を表示するには、次のように入力します。

host1/Admin# show bootvar
BOOT variable = “disk0:c6ace-t1k9-mzg.3.0.0_A0_2.48.bin”
Configuration register is 0x1
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ACE の再起動
CLI から直接 ACE をリロードしたり、リブートしたりするには、Catalyst 6500 シ     
リーズ CLI を使用します。CLI または外部 Telnet セッションから ACE にアクセ       
スできない場合は、Catalyst CLI から ACE をリブートする必要がある可能性があ    
ります。

ここで説明する内容は、次のとおりです。

 • CLI からの ACE の再起動

 • Catalyst CLI からの ACE の再起動

CLI からの ACE の再起動
CLI から直接 ACE をリブートして、コンフィギュレーションをリロードするに   
は、EXEC モードで reload コマンドを使用します。reload コマンドを実行する   
と、ACE はリブートし、ハードウェアとソフトウェアの両方に完全に電源が再 
投入されます。リセット プロセスには数分間かかる場合があります。reload コ  
マンドを入力すると、ACE とのオープンな接続がすべて切断されます。

注意 フラッシュ パーティションに書き込まれていない設定変更は、リロード後に失 
われます。リブートの前に、フラッシュ メモリに現在のコンフィギュレーショ 
ンを保存するには、EXEC モードで copy running-conf startup-configコマンドを    
入力します。コンフィギュレーションの変更を保存しないと、ACE を再起動し 
たときに、以前の設定に戻ります。

reload を指定した場合は、確認を促すプロンプトが表示され、ACE のコールド  
リスタートが実行されます。

host1/Admin# reload
This command will reboot the system
Save configurations for all the contexts. Save? [yes/no]: [yes]



第 1章      ACE の設定       
ACE の再起動

1-32
Cisco Application Control Engine モジュール アドミニストレーション ガイド

OL-11865-01-J

Catalyst CLI からの ACE の再起動
Catalyst 6500 シリーズ CLI から ACE を再起動するには、hw-module コマンドを       
使用します。このコマンドの構文は、次のとおりです。

hw-module module mod_num reset 

引数およびキーワードは次のとおりです。

 • module mod_num — ACE が搭載された Catalyst 6500 シリーズ シャーシの指        
定スロット番号内のモジュールに、コマンドを適用します。

 • reset — 指定されたモジュールをリセットします。

たとえば、Catalyst 6500 シリーズ CLI を使用して シャーシのスロット 3 に搭載       
された ACE をリセットするには、次のように入力します。

Cat6k-switch# hw-module module 3 reset
Proceed with reload of module?[confirm] 
% reset issued for module 3

Enter キーを押して、再起動処理について確認します。
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ACE のシャットダウン

注意 モジュールが完全にシャットダウンし、ステータス LED がオレンジに点灯する  
まで、Catalyst 6500 シリーズ スイッチから ACE を取り外さないでください。完     
全にシャットダウンする前にスイッチから取り外すと、ACE が破損することが 
あります。

ACE の破損を防止するには、モジュールが適切にシャットダウンしてから、電 
源を切断するか、または Catalyst 6500 シリーズ シャーシから取り外す必要があ    
ります。ACE を適切にシャットダウンするには、Catalyst 6500 シリーズ CLI か     
ら、コンフィギュレーション モードで no power enable module コマンドを入力      
します。

ACE がこのコマンドに応答しない場合は、クリップなど小さい先のとがったも 
ので ACE 前面パネルの奥の位置にある Shutdown ボタンを押して、モジュールを    
シャットダウンします。シャットダウン手順には数分間かかる場合があります。

ACE がシャットダウンすると、ステータス LED が消灯します。
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C H A P T E R 2
ACE へのリモート アクセスの 
イネーブル化

この章では、Secure Shell（SSH; セキュア シェル）または Telnet プロトコルを使     
用してリモート接続を確立し、Cisco Application Control Engine（ACE）モジュー   
ルへのリモート アクセスを設定する方法について説明します。SSH からユーザ  
コンテキストに直接アクセスできるように、ACE を設定する方法についても説 
明します。また、ホストからの ICMP メッセージを受信するように ACE を設定    
する方法についても説明します。

この章の内容は、次のとおりです。

 • リモート アクセス設定のクイック スタート

 • リモート ネットワーク管理トラフィック サービスの設定

 • Telnet 管理セッションの設定

 • SSH 管理セッションの設定

 • アクティブなユーザ セッションの終了

 • ACE に対する ICMP メッセージのイネーブル化

 • SSH を介したユーザ コンテキストへの直接アクセス

 • リモート アクセスの設定例

 • セッション情報の確認
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（注） ACE 前面のコンソール ポートに接続された専用端末を使用して直接接続を行  
い、端末表示属性を設定し、コンソールまたは仮想端末接続を使用して ACE に  
アクセスできるように端末回線を設定する方法については、第 1 章「ACE の設 
定」を参照してください。

リモート アクセス設定のクイック スタート
表 2-1 に、ACE のリモート ネットワーク管理アクセスを設定するために必要な   
手順の概要を示します。手順ごとに、タスクを完了するために必要な CLI コマン  
ドが記載されています。

表 2-1 リモート ネットワーク管理設定のクイック スタート 

タスクおよびコマンド例

1. 複数のコンテキストで操作している場合は、CLI プロンプトを観察して、 
目的のコンテキストで操作していることを確認します。必要に応じて、正

しいコンテキストに直接ログインするか、または正しいコンテキストに変

更してください。

host1/Admin# changeto C1
host1/C1# 

この表の残りの例では、特に指定がないかぎり、Admin コンテキストを使 
用します。コンテキストの作成方法については、『Cisco Application Control  
Engine Module Virtualization Configuration Guide』を参照してください。

2. コンフィギュレーション モードを開始します。
host1/Admin# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z
host1/Admin(config)#
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3. ネットワーク管理プロトコル（SSH または Telnet）およびクライアント送  
信元 IP アドレスに基づいて、ACE でネットワーク管理トラフィックを受   
信できるように許可するクラス マップを作成します。
host1/Admin(config)# class-map type management match-all 
SSH-ALLOW_CLASS
host1/Admin(config-cmap-mgmt)# match protocol ssh source-address 
172.16.10.0 255.255.255.254
host1/Admin(config-cmap-mgmt)# exit
host1/Admin(config)# 
host1/Admin(config)# class-map type management match-all 
TELNET-ALLOW_CLASS
host1/Admin(config-cmap-mgmt)# match protocol telnet 
source-address 172.16.10.0 255.255.255.254
host1/Admin(config-cmap-mgmt)# exit
host1/Admin(config)# 

4. SSH および Telnet 管理プロトコル分類をアクティブにするポリシー マッ    
プを設定します。

host1/Admin(config)# policy-map type management first-match 
REMOTE_MGMT_ALLOW_POLICY
host1/Admin(config-pmap-mgmt)# class SSH-ALLOW_CLASS
host1/Admin(config-pmap-mgmt-c)# permit
host1/Admin(config-pmap-mgmt-c)# exit
host1/Admin(config-pmap-mgmt)# class TELNET-ALLOW_CLASS
host1/Admin(config-pmap-mgmt-c)# permit
host1/Admin(config-pmap-mgmt-c)# exit
host1/Admin(config-pmap-mgmt)# exit
host1/Admin(config)# 

5. トラフィック ポリシーを単一の VLAN（仮想 LAN）インターフェイスに   
付加するか、同じコンテキスト内のすべての VLAN インターフェイスにグ  
ローバルに付加します。たとえば、特定のインターフェイス VLAN を指定  
し、リモート管理ポリシー マップを適用するには、次のように入力します。
host1/Admin(config)# interface vlan 50
host1/Admin(config-if)# ip address 172.16.1.100 255.255.0.0
host1/Admin(config-if)# service-policy input 
REMOTE_MGMT_ALLOW_POLICY
host1/Admin(config-if)# exit

6. （任意）コンテキストごとに許可された Telnet セッションの最大数を設定し  
ます。

host1/Admin(config)# telnet maxsessions 3

表 2-1 リモート ネットワーク管理設定のクイック スタート（続き）

タスクおよびコマンド例
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7. （任意）コンテキストごとに許可された SSH セッションの最大数を設定し  
ます。

host1/Admin(config)# ssh maxsessions 3

8. ユーザにグローバル管理権限がある場合は、ssh key コマンドを使用して、  
SSH サーバで使用される SSH 秘密鍵および対応する公開鍵を生成します。   
ホスト /鍵のペアは 1 つだけです。たとえば、Admin コンテキストで RSA1    
鍵ペアを生成するには、次のように入力します。

host1/Admin(config)# ssh key rsa1 1024
generating rsa1 key
.....
generated rsa1 key

9. （任意）フラッシュ メモリに設定変更を保存します。
host1/Admin(config)# exit
host1/Admin# copy running-config startup-config

表 2-1 リモート ネットワーク管理設定のクイック スタート（続き）

タスクおよびコマンド例
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リモート ネットワーク管理トラフィック サービスの設定
ACE へのリモート アクセスに関する規則を設定するには、クラス マップ、ポリ   
シー マップ、およびサービス ポリシーを使用します。次に、ACE へのリモート   
ネットワーク管理アクセスを設定する場合の各機能の役割をまとめます。

 • クラス マップ — リモート ネットワーク トラフィックの一致基準を提供し     
ます。トラフィックを許可する場合の基準は、次のとおりです。

－ リモート アクセス ネットワーク管理プロトコル（SSH、Telnet、または  
ICMP）

－ クライアント送信元 IP アドレス

 • ポリシー マップ — クラス マップで示された基準と一致するトラフィック    
分類に関して、リモート ネットワーク管理アクセスをイネーブルにします。

 • サービス ポリシー — ポリシー マップをアクティブにし、トラフィック ポ     
リシーを特定のインターフェイスに付加するか、またはすべてのインター

フェイスにグローバルに付加します。

ここでは、リモート ネットワーク アクセス用のクラス マップ、ポリシー マッ    
プ、およびサービス ポリシーの作成方法について概要を示します。

ACE との Telnet および SSH リモート アクセス セッションは、コンテキスト単       
位で確立されます。ユーザおよびコンテキストの作成方法については、『Cisco
Application Control Engine Module Virtualization Configuration Guide』を参照してく      
ださい。

ここで説明する内容は、次のとおりです。

 • リモート管理クラス マップの作成および設定

 • レイヤ 3 およびレイヤ 4 リモート アクセス ポリシー マップの作成

 • サービス ポリシーの適用

リモート管理クラス マップの作成および設定
レイヤ 3 およびレイヤ 4 クラス マップを作成して、ACE で受信されるリモート      
ネットワーク管理トラフィックを分類するには、class-map type management コ   
ンフィギュレーション モード コマンドを使用します。このコマンドを使用する  
と、一致基準として ACE が受信できる着信 IP プロトコル、およびクライアント    
送信元 IP アドレスやサブネット マスクを識別して、ACE でネットワーク管理ト    
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ラフィックを受信できるようになります。type management キーワードは、SSH、  
Telnet、ICMP などのプロトコルのセキュリティを管理するために使用できる 
ネットワーク トラフィックを定義します。

クラス マップには複数の match コマンドを含めることができます。クラス マッ    
プを設定すると、複数の管理プロトコルおよび送信元 IP アドレスの match コマ    
ンドを特定のグループ内に定義して、このグループをトラフィック ポリシーに 
関連付けることができます。match-all および match-any キーワードは、クラス   
マップ内に一致基準が複数ある場合に、ACE で複数の match 文の動作を評価す   
る方法を定義します。

このコマンドの構文は、次のとおりです。

class-map type management [match-all | match-any] map_name 

キーワード、引数、およびオプションは次のとおりです。

 • match-all | match-any — （任意）クラス マップ内に一致基準が複数存在する     
場合に、ACE でのレイヤ 3 およびレイヤ 4 ネットワーク管理トラフィック     
の評価方法を定義します。match コマンドが次のいずれかの条件を満たす場 
合、クラス マップは一致するとみなされます。

－ match-all — （デフォルト）クラス マップに示されたすべての一致基準   
が満たされている場合、クラス マップ内のネットワーク トラフィック  
クラスと一致します（通常は、同じタイプの match コマンド）。

－ match-any — クラス マップに示された一致基準のいずれか 1 つが満た     
されている場合、クラス マップ内のネットワーク トラフィック クラス   
と一致します（通常は、さまざまなタイプの match コマンド）。

 • map_name — クラス マップに割り当てられた名前を指定します。64 文字以    
内の英数字からなる、スペースを含まないテキスト ストリングを、引用符 
で囲まず入力します。

CLI はクラス マップ管理コンフィギュレーション モードを開始します。ACE で    
受信されるリモート ネットワーク管理トラフィックを分類するには、match 
protocol コマンドを 1 つまたは複数含めて、クラス マップの一致基準を設定しま    
す。
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たとえば、IP アドレス 172.16.10.0 から ACE に SSH および Telnet アクセスを許         
可するには、次のように入力します。

host1/Admin(config)# class-map type management match-all 
SSH-TELNET_ALLOW_CLASS
host1/Admin(config-cmap-mgmt)# match protocol ssh source-address 
172.16.10.0 255.255.255.254
host1/Admin(config-cmap-mgmt)# match protocol telnet source-address 
172.16.10.0 255.255.255.254
host1/Admin(config-cmap-mgmt)# exit
host1/Admin(config)# 

ACE からレイヤ 3 およびレイヤ 4 ネットワーク管理クラス マップを削除するに      
は、次のように入力します。

host1/Admin(config)# no class-map type management match-all 
SSH-TELNET_ALLOW_CLASS

ここで説明する内容は、次のとおりです。

 • クラス マップの説明の定義

 • リモート ネットワーク管理プロトコルの一致基準の定義

クラス マップの説明の定義

レイヤ 3 およびレイヤ 4 リモート管理クラス マップに関する概要を設定するに     
は、クラス マップ コンフィギュレーション モードで description コマンドを使用     
します。

このコマンドの構文は、次のとおりです。

description text

240 文字以内の英数字からなるテキスト ストリングを、引用符で囲まず入力する  
には、text 引数を指定します。

たとえば、クラス マップの目的がリモート Telnet アクセスの許可であるという   
説明を指定するには、次のように入力します。

host1/Admin(config)# class-map type management TELNET-ALLOW_CLASS
host1/Admin(config-cmap-mgmt)# description Allow Telnet access to the 
ACE
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クラス マップから説明を削除するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-cmap-mgmt)# no description

リモート ネットワーク管理プロトコルの一致基準の定義

ACE が受信できるリモート ネットワーク アクセス管理プロトコルを識別するク   
ラス マップを設定するには、クラス マップ管理コンフィギュレーション モード   
で match protocol コマンドを使用します。対応するポリシー マップを設定して、    
指定された管理プロトコルに ACE へのアクセスを許可します。ネットワーク管  
理アクセス トラフィックの分類中に、クライアント送信元ホスト IP アドレスお   
よびサブネット マスクを一致基準として指定するか、または管理トラフィック 
分類に任意のクライアント送信元アドレスを使用できるように ACE を設定しま  
す。

このコマンドの構文は、次のとおりです。

[line_number] match protocol {http | https | icmp | kalap-udp | snmp | ssh | telnet} 
{any | source-address ip_address mask}

 • line_number — （任意）各 match コマンドを編集または削除する場合に使用   
します。行番号として、2 ～ 255 の整数を入力します。no line_number を入     
力すると、行全体を入力しなくても、長い match コマンドを削除できます。  
行番号は、match 文のプライオリティまたは順番を示すものではありませ 
ん。

 • http — Hypertext Transfer Protocol（HTTP; ハイパーテキスト転送プロトコル）     
を指定します。HTTP 管理プロトコルの設定については、第 8章「XML イン  
ターフェイスの設定」を参照してください。

 • https — セキュア（SSL）HTTP を指定します。HTTPS 管理プロトコルの設    
定については、第 8章「XML インターフェイスの設定」を参照してください。

 • icmp — ACE への Internet Control Message Protocol（ICMP; インターネット制        
御メッセージ プロトコル）メッセージを指定します。ICMP 管理プロトコル  
の設定については、「ACE に対する ICMP メッセージのイネーブル化」を参   
照してください。

 • kalap-udp — KAL-AP over UDP を使用した管理アクセスを指定します。     
KAL-AP 管理アクセスの設定については、『Cisco Application Control Engine    
Module Server Load-Balancing Configuration Guide』の「Configuring Health     
Monitoring」の章を参照してください。
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 • snmp — SNMP（簡易ネットワーク管理プロトコル）を指定します。SNMP  
管理プロトコルの設定については、第 7章「SNMP の設定」を参照してくだ 
さい。

 • ssh — ACE との SSH リモート接続を指定します。ACE は、SSH バージョン       
1 で提供されている SSH リモート シェル機能、および DES と 3DES 暗号を        
サポートしています。SSH 管理プロトコルの設定については、「SSH 管理セッ  
ションの設定」を参照してください。

（注） SSH v1.x および v2 は完全に別のプロトコルであり、互換性はありま    
せん。 ACE にアクセスする場合は、必ず SSH v1.x を使用してくださ     
い。

 • telnet — ACE との Telnet リモート接続を指定します。Telnet 管理プロトコル      
の設定については、「Telnet 管理セッションの設定」を参照してください。

 • any — 管理トラフィック分類に任意のクライアント送信元アドレスを使用  
するように指定します。

 • source-address — ネットワーク トラフィック一致基準として、クライアント   
送信元のホスト IP アドレスおよびサブネット マスクを指定します。ACE は    
分類中に、ポリシー マップが適用されたインターフェイスから宛先 IP アド   
レスを暗黙的に取得します。

 • ip_address — クライアントの送信元 IP アドレス。IP アドレスはドット付き     
10 進表記で入力します（192.168.11.1 など）。

 • mask — ドット付き 10 進表記のクライアントのサブネット マスク
（255.255.255.0 など）。

たとえば、送信元 IP アドレス 192.168.10.1 255.255.255.0 から ACE への SSH アク        
セスをクラス マップで許可するように指定するには、次のように入力します。

host1/Admin(config)# class-map type management SSH-ALLOW_CLASS
host1/Admin(config-cmap-mgmt)# match protocol ssh source-address 
192.168.10.1 255.255.255.0

クラス マップから、指定されたネットワーク管理プロトコルの一致基準を削除 
するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-cmap-mgmt)# no match protocol ssh source-address 
192.168.10.1 255.255.255.0



第 2章      ACEへのリモート アクセスのイネーブル化       
リモート ネットワーク管理トラフィック サービスの設定

2-10
Cisco Application Control Engine モジュール アドミニストレーション ガイド

OL-11865-01-J

レイヤ 3 およびレイヤ 4 リモート アクセス ポリシー マップの作成
レイヤ 3 および 4 トラフィック分類では、ACE で受信されるネットワーク管理     
トラフィックを設定するためのアクションを含む、レイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリ    
シー マップを作成します。ここでは、レイヤ 3 およびレイヤ 4 ネットワーク ト      
ラフィック ポリシーの一般的な設定手順について概要を示します。内容は、次 
のとおりです。

 • ACE で受信されたネットワーク管理トラフィックのレイヤ 3 およびレイヤ   
4 ポリシー マップの作成

 • レイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー マップの説明の定義

 • トラフィック ポリシーを使用したレイヤ 3 およびレイヤ 4 トラフィック ク      
ラスの指定

 • レイヤ 3 およびレイヤ 4 管理トラフィックのポリシー アクションの定義

ACE で受信されたネットワーク管理トラフィックのレイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー 
マップの作成

レイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー マップを設定し、ACE で受信される IP 管理ト        
ラフィックに適用されるさまざまなアクションを定義するには、policy-map type 
management first-match コンフィギュレーション コマンドを使用します。ACE   
は、ポリシー マップと最初に一致した分類を満たすトラフィックにのみ、指定 
されたアクションを実行します。ACE は、それ以外のアクションを実行しませ 
ん。

このコマンドの構文は、次のとおりです。

policy-map type management first-match map_name

map_name 引数は、レイヤ 3 およびレイヤ 4 ネットワーク管理ポリシー マップに      
割り当てられた名前を指定します。64 文字以内の英数字からなる、スペースを 
含まないテキスト ストリングを、引用符で囲まず入力します。

このコマンドを使用すると、ポリシー マップ管理コンフィギュレーション モー  
ドが開始します。
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たとえば、レイヤ 3 およびレイヤ 4 ネットワーク トラフィック管理ポリシー     
マップを作成するには、次のように入力します。

host1/Admin(config) # policy-map type management first-match 
REMOTE_MGMT_ALLOW_POLICY
host1/Admin(config-pmap-mgmt) #

ACE からポリシー マップを削除するには、次のように入力します。

host1/Admin(config) # no policy-map type management first-match 
REMOTE_MGMT_ALLOW_POLICY

レイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー マップの説明の定義

レイヤ 3 およびレイヤ 4 リモート管理ポリシー マップに関する概要を設定する     
には、ポリシー マップ コンフィギュレーション モードで description コマンドを     
使用します。

このコマンドの構文は、次のとおりです。

description text

text 引数は、設定する説明を指定します。240 文字以内の英数字からなるテキス  
ト ストリングを、引用符で囲まず入力します。

たとえば、ポリシー マップの目的がリモート Telnet アクセスの許可であるとい   
う説明を指定するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-pmap-mgmt)# description Allow Telnet access to the 
ACE

ポリシー マップから説明を削除するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-pmap-mgmt)# no description
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トラフィック ポリシーを使用したレイヤ 3 およびレイヤ 4 トラフィック クラスの指定

class-map コマンドを使用して作成されたレイヤ 3 およびレイヤ 4 トラフィック     
クラスを指定して、ネットワーク トラフィックにトラフィック ポリシーを関連  
付けるには、ポリシー マップ コンフィギュレーション モードで class コマンド     
を使用します。このコマンドを使用すると、ポリシー マップ管理クラス コンフィ  
ギュレーション モードが開始します。

このコマンドの構文は、次のとおりです。

class {name1 [insert-before name2] | class-default}

引数、キーワード、およびオプションは次のとおりです。

 • name1 — class-map コマンドを使用して設定された、定義済みのレイヤ 3 お     
よびレイヤ 4 トラフィック クラスの名前。トラフィックをトラフィック ポ    
リシーに関連付けるために使用されます。64 文字以内の英数字からなる、ス 
ペースを含まないテキスト ストリングを、引用符で囲まず入力します。

 • insert-before name2 — （任意）ポリシー マップ コンフィギュレーション コ      
マンドの name2 引数で指定された既存のクラス マップまたはインライン一   
致条件の前に、現在のクラス マップを配置します。設定中の順番の並び替 
えは、保存されません。64 文字以内の英数字からなる、スペースを含まな 
いテキスト ストリングを、引用符で囲まず入力します。

 • class-default — レイヤ 3 およびレイヤ 4 トラフィック ポリシーに対応する       
class-default クラス マップを指定します。このクラス マップは、ACE で作成    
される専用のクラス マップです。このクラスは削除または変更できません。 
名前指定されたクラス マップ内のその他の一致基準を満たさなかったネッ 
トワーク トラフィックはすべて、デフォルトのトラフィック クラスに属し  
ます。指定されたどの分類とも一致しない場合、ACE は class class-default コ    
マンドで指定されたアクションと一致させます。class-default クラス マップ  
には暗黙的な match any 文があり、すべてのトラフィック分類を一致させる   
場合に使用されます。class-default クラス マップ内の暗黙的な match any 文     
は、すべてのトラフィックと一致します。

たとえば、レイヤ 3 およびレイヤ 4 リモート アクセス ポリシー マップ内の既存       
のクラス マップを指定するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-pmap-mgmt)# class L4_REMOTE_ACCESS_CLASS 
host1/Admin(config-pmap-mgmt-c)# 
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insert-before コマンドを使用して、ポリシー マップ内の 2 つのクラス マップの     
順番を定義するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-pmap-mgmt)# class L4_SSH_CLASS insert-before 
L4_REMOTE_ACCESS_CLASS

レイヤ 3 およびレイヤ 4 トラフィック ポリシーに対応する class-default クラス       
マップを指定するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-pmap-mgmt)# class class-default
host1/Admin(config-pmap-mgmt-c)# 

レイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー マップからクラス マップを削除するには、次      
のように入力します。

host1/Admin(config-pmap-mgmt)# no class L4_REMOTE_ACCESS_CLASS

レイヤ 3 およびレイヤ 4 管理トラフィックのポリシー アクションの定義

レイヤ 3 およびレイヤ 4 クラス マップで示されたネットワーク管理トラフィッ     
クを ACE で受信または拒否できるようにするには、次のように、ポリシー マッ   
プ クラス コンフィギュレーション モードで permit または deny コマンドを指定       
します。

 • クラス マップで示されたリモート管理プロトコルを ACE で受信できるよう   
にするには、ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション モードで    
permit コマンドを使用します。

 • クラス マップで示されたリモート管理プロトコルを ACE で受信できないよ   
うにするには、ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション モードで    
deny コマンドを使用します。
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たとえば、SSH、Telnet、および ICMP 接続を ACE で受信できるようにするレイ    
ヤ 3 およびレイヤ 4 リモート ネットワーク トラフィック管理ポリシー マップを       
作成するには、次のように入力します。

host1/Admin(config)# policy-map type management first-match 
REMOTE_MGMT_ALLOW_POLICY
host1/Admin(config-pmap-mgmt)# class SSH-ALLOW_CLASS
host1/Admin(config-pmap-mgmt-c)# permit
host1/Admin(config-pmap-mgmt-c)# exit
host1/Admin(config-pmap-mgmt)# class TELNET-ALLOW_CLASS
host1/Admin(config-pmap-mgmt-c)# permit
host1/Admin(config-pmap-mgmt-c)# exit
host1/Admin(config-pmap-mgmt)# class ICMP-ALLOW_CLASS
host1/Admin(config-pmap-mgmt-c)# permit
host1/Admin(config-pmap-mgmt-c)# exit

たとえば、ACE による ICMP 接続を制限するポリシー マップを作成するには、    
次のように入力します。

host1/Admin(config)# policy-map type management first-action 
ICMP_RESTRICT_POLICY
host1/Admin(config-pmap-mgmt)# class ICMP-ALLOW_CLASS
host1/Admin(config-pmap-mgmt-c)# deny

サービス ポリシーの適用
次のタスクを実行する場合は、service-policy コマンドを使用します。

 • 以前に作成されたポリシー マップを適用します。

 • トラフィック ポリシーを特定の VLAN インターフェイスに付加するか、同   
じコンテキスト内のすべての VLAN にグローバルに付加します。

 • インターフェイスの入力方向にトラフィック ポリシーを付加するように指 
定します。

service-policy コマンドは、インターフェイス コンフィギュレーション モードお   
よびコンフィギュレーション モードで使用できます。インターフェイス コン  
フィギュレーション モードでポリシー マップを指定すると、ポリシー マップは   
特定の VLAN インターフェイスに適用されます。コンフィギュレーション モー   
ドでポリシー マップを指定すると、ポリシーはコンテキストに関連付けられた 
すべての VLAN インターフェイスに適用されます。
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このコマンドの構文は、次のとおりです。

service-policy input policy_name

キーワード、引数、およびオプションは次のとおりです。

 • input — インターフェイスの入力方向にトラフィック ポリシーを付加する   
ように指定します。トラフィック ポリシーは、このインターフェイスで受 
信されたすべてのトラフィックを評価します。

 • policy_name — 以前に作成された policy-map コマンドで設定された、定義済    
みポリシー マップの名前。40 文字以内の英数字を使用できます。

たとえば、特定のインターフェイス VLAN を指定し、リモート アクセス ポリ    
シー マップを適用するには、次のように入力します。

host1/Admin(config)# interface vlan 50
host1/Admin(config-if)# ip address 172.16.1.100 255.255.0.0
host1/Admin(config-if)# service-policy input REMOTE_MGMT_ALLOW_POLICY

たとえば、特定のコンテキストに関連付けられたすべての VLAN にリモート ア   
クセス ポリシー マップをグローバルに適用するには、次のように入力します。

host1/Admin(config)# service-policy input REMOTE_MGMT_ALLOW_POLICY

特定のインターフェイスからリモート アクセス トラフィック ポリシーを解除す   
るには、次のように入力します。

host1/Admin(config-if)# no service-policy input 
REMOTE_MGMT_ALLOW_POLICY

特定のコンテキストに関連付けられたすべての VLAN からリモート アクセス ト    
ラフィック ポリシーをグローバルに解除するには、次のように入力します。

host1/Admin(config)# no service-policy input REMOTE_MGMT_ALLOW_POLICY

トラフィック ポリシーを解除するには、次のいずれかの方法を使用します。

 • サービス ポリシーが適用された最後の VLAN インターフェイスから個別に   
解除

 • 同じコンテキスト内のすべての VLAN インターフェイスからグローバルに  
解除
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次回にトラフィック ポリシーが特定の VLAN インターフェイスに付加される   
か、または同じコンテキスト内のすべての VLAN インターフェイスにグローバ  
ルに付加された場合、ACE は関連付けられたサービス ポリシー統計情報を自動  
的にリセットして、サービス ポリシー統計情報の新しい開始点を設定します。

サービス ポリシーを作成する場合は、次の注意事項および制限事項に留意して 
ください。

 • コンテキスト内でグローバルに適用されるポリシー マップは、コンテキス 
ト内のすべてのインターフェイスに内部的に適用されます。

 • 分類およびアクションがオーバーラップする場合、指定されたグローバル ポ 
リシーよりも、各インターフェイスでアクティブなポリシーが優先します。

 • ACE の場合、指定インターフェイスでアクティブにできる特定の機能タイ 
プのポリシーは、1 つのみです。

すべてのポリシー マップ、または特定のレイヤ 3 およびレイヤ 4 リモート ネッ      
トワーク トラフィック管理ポリシー マップのサービス ポリシー統計情報を表示   
するには、EXEC モードで show service-policy コマンドを使用します。

このコマンドの構文は、次のとおりです。

show service-policy [policy_name [detail]]

キーワード、オプション、および引数は次のとおりです。

 • policy_name — （任意）現在処理中の（インターフェイスに適用されている）  
既存のポリシー マップ（64 文字以内の英数字からなるテキスト ストリング   
を、引用符で囲まず入力します）。既存のポリシー マップ名を入力しない場 
合は、すべてのポリシー マップの情報および統計情報が表示されます。

 • detail — （任意）ポリシー マップ統計情報およびステータス情報の詳細を表   
示します。

（注） 適用可能な接続が終了すると、show service-policy コマンドで表示されるカウン  
タは更新されます。
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たとえば、REMOTE_MGMT_ALLOW_POLICY ポリシー マップのサービス ポリ   
シー統計情報を表示するには、次のように入力します。

host1/Admin# show service-policy REMOTE_MGMT_ALLOW_POLICY
Status     : ACTIVE
Description: Allow mgmt protocols
-----------------------------------------
Context Global Policy:
  service-policy: REMOTE_MGMT_ALLOW_POLICY

ポリシー マップのサービス ポリシー統計情報を消去するには、clear service- 
policy コマンドを使用します。このコマンドの構文は、次のとおりです。

clear service-policy policy_name

 policy_name 引数には、現在処理中の（インターフェイスに適用されている）既  
存のポリシー マップの ID を入力します。

たとえば、現在処理中のポリシー マップ REMOTE_MGMT_ALLOW_POLICY の   
統計情報を消去するには、次のように入力します。

host1/Admin# clear service-policy REMOTE_MGMT_ALLOW_POLICY
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Telnet 管理セッションの設定
ACE は、Admin コンテキストの同時 Telnet 管理セッションを最大で 16 個、各      
ユーザ コンテキストの同時 Telnet 管理セッションを最大で 4 個サポートします。

コンテキストごとに許可された Telnet セッションの最大数を制御するには、コン  
フィギュレーション モードで telnet maxsessions コマンドを使用します。ACE は、     
合計で最大 256 個の同時 Telnet セッションをサポートします。

ACE の Telnet リモート アクセス セッションは、コンテキスト単位で確立されま     
す。コンテキストを作成し、インターフェイスおよび IP アドレスを割り当てて、  
ACE にログインするには、Telnet を使用して、この IP アドレスに接続します。    
この機能を使用すると、ACE にアクセスする場合に、特定のコンテキストを指 
定できます。ユーザおよびコンテキストの作成方法については、『Cisco
Application Control Engine Module Virtualization Configuration Guide』を参照してく      
ださい。

このコマンドの構文は、次のとおりです。

telnet maxsessions max_sessions 

max_sessions 引数は、関連付けられたコンテキストで許可されている同時 Telnet  
セッションの最大数を設定します。有効範囲は、Admin コンテキストの場合は 1  
～ 16、各ユーザ コンテキストの場合は 1 ～ 4 です。デフォルトは 16（Admin コ        
ンテキスト）および 4（ユーザ コンテキスト）です。

たとえば、Admin コンテキストの同時 Telnet セッションの最大数を 3 に設定する     
には、次のように入力します。

host1/Admin(config)# telnet maxsessions 3

Admin コンテキストの Telnet セッション数をデフォルトの 16 に戻すには、次の     
ように入力します。

host1/Admin(config)# no telnet maxsessions
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SSH 管理セッションの設定
ここで説明する内容は、次のとおりです。

 • SSH 管理セッションの最大数の設定

 • SSH ホスト キー ペアの生成

ACE の SSH リモート アクセス セッションは、コンテキスト単位で確立されま     
す。コンテキストを作成し、インターフェイスおよび IP アドレスを割り当てて、  
ACE にログインするには、SSH を使用して、この IP アドレスに接続します。こ    
の機能を使用すると、ACE にアクセスする場合に、特定のコンテキストを指定 
できます。ユーザおよびコンテキストの作成方法については、『Cisco Application 
Control Engine Module Virtualization Configuration Guide』を参照してください。

SSH 管理セッションの最大数の設定
ACE は、Admin コンテキストの同時 SSH 管理セッションを最大で 16 個、各ユー      
ザ コンテキストの同時 SSH 管理セッションを最大で 4 個サポートします。

コンテキストごとに許可された SSH セッションの最大数を制御するには、コン  
フィギュレーション モードで ssh maxsessions コマンドを使用します。ACE は、     
合計で最大 256 個の同時 SSH セッションをサポートします。

このコマンドの構文は、次のとおりです。

ssh maxsessions max_sessions 

max_sessions 引数は、関連付けられたコンテキストで許可されている同時 SSH  
セッションの最大数を設定します。有効範囲は、Admin コンテキストの場合は 1  
～ 16、各ユーザ コンテキストの場合は 1 ～ 4 です。デフォルトは 16（Admin コ        
ンテキスト）および 4（ユーザ コンテキスト）です。

たとえば、Admin コンテキストの同時 SSH セッションの最大数を 3 に設定する     
には、次のように入力します。

host1/Admin(config)# ssh maxsessions 3
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Admin コンテキストの Telnet セッション数をデフォルトの 16 に戻すには、次の     
ように入力します。

host1/Admin(config)# no ssh maxsessions

SSH ホスト キー ペアの生成
ACE は、秘密鍵と公開鍵のペアを使用してコンテキストの認証を実行する、SSH 
セッションを介したリモート ログインをサポートしています。DSA および RSA   
キーはペアで生成されます（公開鍵と秘密鍵が 1 つずつ）。この方式のリモート  
接続を使用する場合、生成された秘密鍵と公開鍵のペアを使用して、メッセージ

を暗号化および復号化することにより、セキュアな通信に参加します。

グローバル管理者は、Admin コンテキストでキー生成を実行します。ACE に関  
連付けられたすべてのコンテキストで、共通のキーが共有されます。ホスト /鍵
のペアは 1 つのみ存在します。

（注） 管理者、または Admin コンテキストで許可された別のユーザは、EXEC モード   
で changeto コマンドを使用して、Admin コンテキストに移動します。管理者は、   
Admin コンテキストで許可されたすべての機能を実行できます。

SSH サービスを確立する前に、SSH ホスト キーのペアおよび適切なバージョン   
が存在することを確認します。SSH サービスでは、SSH バージョン 1 および 2 で      
使用するキー ペア タイプを 3 つの中から選択できます。使用している SSH クラ      
イアント バージョンに従って、SSH ホスト キー ペアを生成してください。各    
キー ペアに指定されるビット数は、768 ～ 4096 です。

SSH サーバで使用する SSH 秘密鍵および対応する公開鍵を生成するには、コン   
フィギュレーション モードで ssh key コマンドを使用します。

このコマンドの構文は、次のとおりです。

ssh key {dsa | rsa | rsa1} [bits [force]]
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引数、キーワード、およびオプションは次のとおりです。

 • dsa — SSH バージョン 2 プロトコルに対応する DSA キー ペアを生成しま        
す。

 • rsa — SSH バージョン 2 プロトコルに対応する RSA キー ペアを生成します。

 • rsa1 — SSH バージョン 1 プロトコルに対応する RSA1 キー ペアを生成しま        
す。

 • bits — （任意）キー ペアのビット数。DSA の有効範囲は 768 ～ 2048、RSA       
および RSA1 の有効範囲は 768 ～ 4096 です。指定するビット数が大きいほ      
ど、キー生成時間は長くなります。デフォルトは 768 です。

 • force — （任意）既存のキーが存在する場合も、DSA または RSA キーを強     
制的に生成します。必要なバージョンに対応した SSH キー ペア オプション    
がすでに生成されている場合に、前に生成したキー ペアを上書きするには、 
force オプションを使用します。

キーを生成する前に、ホスト名およびドメイン名を設定します。これらの 2 つの  
設定は、キーで使用されます。ホスト名の設定の詳細については、第 1章「ACE
の設定」を参照してください。ドメインの設定の詳細については、『Cisco
Application Control Engine Module Virtualization Configuration Guide』を参照してく      
ださい。

たとえば、Admin コンテキストで RSA1 鍵ペアを生成するには、次のように入力   
しします。

host1/Admin(config)# ssh key rsa1 1024
generating rsa1 key
.....
generated rsa1 key

SSH ホスト キー ペアを削除するには、次のように入力します。

host1/Admin(config)# no ssh key rsa1

信頼できるすべてのホストの公開鍵を消去するには、clear ssh hosts Exec コマン    
ドを使用します。これらのキーは SSH サーバから SSH クライアントに送信され    
るか、または手動で入力します。ACE からの SSH 接続が確立されると、SSH ク    
ライアントは公開鍵を受け取り、ローカルに格納します。これらのキーをすべて

消去するには、EXEC モードで clear ssh hosts コマンドを使用します。



第 2章      ACEへのリモート アクセスのイネーブル化       
アクティブなユーザ セッションの終了

2-22
Cisco Application Control Engine モジュール アドミニストレーション ガイド

OL-11865-01-J

アクティブなユーザ セッションの終了
アクティブ コンテキストのアクティブな SSH または Telnet セッションを終了す     
るには、EXEC モードで次のいずれかのコマンドを使用します。

 • clear ssh {session_id | hosts}

 • clear telnet {session_id}

引数、キーワード、およびオプションは次のとおりです。

 • session_id — 切断する SSH または Telnet セッションの ID を指定します。具        
体的な session_id 値を取得するには、EXEC モードで show ssh session-info コ       
マンドまたは show telnet コマンドを使用します。詳細については、「SSH を    
介したユーザ コンテキストへの直接アクセス」を参照してください。

 • hosts — ACE のコンフィギュレーションから、信頼できる SSH ホストのリ     
ストを消去します。

たとえば、SSH セッションを終了するには、次のように入力します。

host1/Admin # clear ssh 345
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ACE に対する ICMP メッセージのイネーブル化
ACE はデフォルトで、ACE インターフェイスでの ICMP メッセージの受信、ま    
たは ACE インターフェイスを介した ICMP メッセージの送信を許可していませ    
ん。ICMP はネットワーク接続をテストするための重要なツールですが、ネット 
ワーク ハッカーが ICMP を使用して ACE またはネットワークを攻撃することも     
できます。初期テスト中は ICMP を許可し、通常操作中は禁止することを推奨し  
ます。

ICMP メッセージがホストから ACE に、または ACE から ICMP の返信先ホスト       
に送信される場合に、アドレスの ACE インターフェイスへの到達を許可または  
拒否するには、次のいずれかを設定します。

 • クラス マップ — ACE の ICMP ネットワーク トラフィック一致基準を提供       
します。

 • ポリシー マップ — ACE に対する ICMP ネットワーク管理アクセスをイネー      
ブルにします。

 • サービス ポリシー — ポリシー マップをアクティブにし、トラフィック ポ     
リシーを特定のインターフェイスに付加するか、またはすべてのインター

フェイスにグローバルに付加し、ポリシーの適用方向を指定します。

ACE のネットワーク管理クラス マップ、ポリシー マップ、サービス ポリシーの    
設定方法については、「リモート ネットワーク管理トラフィック サービスの設  
定」を参照してください。

ACE を介した ICMP メッセージの送信を許可するには、ICMP タイプ（echo、    
echo-reply、unreachable など）に基づいてネットワーク接続を許可または拒否す 
るように ICMP ACL（アクセス制御リスト）を設定します。詳細については、  
『Cisco Application Control Engine Module Security Configuration Guide』を参照して       
ください。

（注） ACE からホストへの ping のみを許可し（インターフェイスへのエコー返信を許   
可し）、ホストから ACE への ping を許可しない場合は、クラス マップおよびポ     
リシー マップを定義しないで、ICMP アプリケーション プロトコル インスペク    
ションをイネーブルにします。詳細については、『Cisco Application Control Engine   
Module Security Configuration Guide』を参照してください。
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たとえば、ACE の ICMP ping 受信を許可するには、次のように入力します。

host1/Admin(config)# class-map type management match-all 
ICMP-ALLOW_CLASS
host1/Admin(config-cmap-mgmt)# description Allow ICMP packets
host1/Admin(config-cmap-mgmt)# match protocol icmp source-address 
172.16.10.0 255.255.255.254
host1/Admin(config-cmap-mgmt)# exit
host1/Admin(config)# policy-map type management first-action 
ICMP_ALLOW_POLICY
host1/Admin(config-pmap-mgmt)# class ICMP-ALLOW_CLASS
host1/Admin(config-pmap-mgmt-c)# permit
host1/Admin(config-pmap-mgmt-c)# exit
host1/Admin(config-pmap-mgmt)# exit
host1/Admin(config)# interface vlan 50
host1/Admin(config-if)# ip address 172.16.1.100 255.255.0.0
host1/Admin(config-if)# service-policy input ICMP_ALLOW_POLICY
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SSH を介したユーザ コンテキストへの直接アクセス
グローバル管理者は、Admin コンテキストから、ユーザ コンテキストを設定し  
たり、リモート SSH セッションからこのユーザ コンテキストへの直接ログイン   
アクセスをイネーブルにしたりできます。SSH からユーザ コンテキストへの直  
接アクセスが可能となるように ACE を設定する手順は、次のとおりです。

ステップ 1 次のコマンドを入力して、ユーザ コンテキストを作成します。

host1/Admin(config)# context C1
host1/Admin(config-context)#

『Cisco Application Control Engine Module Virtualization Configuration Guide』を参照       
してください。

ステップ 2 既存の VLAN にユーザ コンテキストを関連付けて、コンテキストが自分自身に   
分類されたトラフィックを受信できるようにするには、次のコマンドを入力しま

す。

host1/Admin(config-context)# allocate-interface vlan 100

『Cisco Application Control Engine Module Routing and Bridging Configuration Guide』         
を参照してください。

ステップ 3 次のコマンドを入力して、SSH ホスト キー ペアを生成します。

host1/Admin(config-context)# ssh key rsa1 1024
generating rsa1 key
.....
generated rsa1 key

「SSH ホスト キー ペアの生成」を参照してください。
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ステップ 4 次のコマンドを入力して、ステップ 1 で作成した C1 コンテキストに変更し、こ    
のコンテキストでコンフィギュレーション モードを開始します。

host1/Admin(config-context)# do changeto C1
host1/C1(config-context)# exit
host1/C1(config)#

changeto コマンドを使用できるのは、Admin コンテキストで認証されたユーザの  
みです。

ステップ 5 次のコマンドを入力して、ステップ 2 のユーザ コンテキストに割り当てられた   
VLAN インターフェイスを設定します。

host1/C1(config)# interface vlan 50
host1/C1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
host1/C1(config-if)# no shutdown
host1/C1(config-if)# exit
host1/C1(config)#

たとえば、インターフェイスに IP アドレスを割り当て、no shutdown コマンドを    
使用して、コンテキスト内でインターフェイスを再イネーブルにします。『Cisco
Application Control Engine Module Routing and Bridging Configuration Guide』を参照        
してください。
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ステップ 6 次のコマンドを入力して、SSH リモート管理ポリシーを作成し、関連付けられた 
サービス ポリシーをすべての VLAN インターフェイスに適用するか、または   
ユーザ コンテキストに割り当てられた VLAN インターフェイスにのみ適用しま   
す。

host1/C1(config)# class-map type management match-all SSH-ALLOW_CLASS
host1/C1(config-cmap-mgmt)# match protocol ssh source-address 
172.16.10.0 255.255.255.254
host1/C1(config-cmap-mgmt)# exit
host1/C1(config)# 
host1/C1(config)# policy-map type management first-match 
REMOTE_MGMT_ALLOW_POLICY
host1/C1(config-pmap-mgmt)# class SSH-ALLOW_CLASS
host1/C1(config-pmap-mgmt-c)# permit
host1/C1(config-pmap-mgmt-c)# exit
host1/C1(config)# interface vlan 50
host1/C1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
host1/C1(config-if)# service-policy input REMOTE_MGMT_ALLOW_POLICY
host1/C1(config-if)# exit
host1/C1(config)# 

「リモート ネットワーク管理トラフィック サービスの設定」を参照してくださ  
い。

ステップ 7 次のコマンドを入力して、IP ルートを作成します。

host1/C1(config)# ip route 0.0.0.0 255.255.255.0 192.168.4.8

『Cisco Application Control Engine Module Security Configuration Guide』を参照して       
ください。

SSH クライアントからユーザ コンテキストに直接アクセスする手順は、次のと  
おりです。

ステップ 1 SSH クライアントから、ユーザ コンテキスト VLAN インターフェイスの IP アド      
レスへのリモート SSH セッションを確立します。
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ステップ 2 ユーザ コンテキスト VLAN インターフェイスのパスワードを入力します。ユー   
ザ コンテキストの EXEC モードで、ACE CLI プロンプトが表示されます。

host1/C1# 

リモート アクセスの設定例
次に、クラス マップ、ポリシー マップ、およびサービス ポリシーを使用して、   
ACE へのリモート アクセスに関する規則を定義する実行コンフィギュレーショ  
ンの例を示します。この例では、リモート アクセスの設定は太字で示されてい 
ます。

telnet maxsessions 3

ssh maxsessions 3

access-list ACL1 line 10 extended permit ip any any

class-map type management match-any L4_REMOTE-MGT_CLASS
  description Allows Telnet, SSH, and ICMP protocols
  2 match protocol telnet any
  3 match protocol ssh any
  4 match protocol icmp any
 
policy-map type management first-match L4_REMOTE-MGT_POLICY
  class L4_REMOTE-MGT_CLASS
    permit

interface vlan 50
  ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
  access-group input ACL1
  service-policy input L4_REMOTE-MGT_POLICY
  no shutdown

ssh key rsa1 1024 force
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セッション情報の確認
ここで説明する内容は、次のとおりです。

 • Telnet セッション情報の表示

 • SSH セッション情報の表示

Telnet セッション情報の表示
Telnet セッションの関連情報を表示するには、EXEC モードで show telnet コマン     
ドを使用します。特定のコンテキストに関連付けられた Telnet 情報を表示できる  
のは、コンテキスト管理者のみです。

このコマンドの構文は、次のとおりです。

show telnet [context_name]

オプションの context_name 引数は、特定の Telnet セッション情報を表示するコン    
テキストの名前を指定します。context_name 引数は、大文字と小文字を区別しま 
す。

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin# show telnet

表 2-2 に、show telnet コマンド出力に含まれるフィールドの説明を示します。

イネーブル化された Telnet セッションの最大数を表示するには、EXEC モードで   
show telnet maxsessions コマンドを使用します。特定のコンテキストに関連付け   
られた Telnet セッション情報を表示できるのは、コンテキスト管理者のみです。

表 2-2 show telnet コマンドのフィールドの説明 

フィールド 説明

SessionID Telnet セッションの一意なセッション ID
Remote Host リモート Telnet クライアントの IP アドレスおよびポート
Active Time ACE が Telnet 接続要求を受信してからの経過時間
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このコマンドの構文は、次のとおりです。

show telnet maxsessions [context_name]

オプションの context_name 引数は、Telnet セッションの最大数を表示するコンテ   
キストの名前を指定します。context_name 引数は、大文字と小文字を区別します。

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin# show telnet maxsessions

Maximum Sessions Allowed is 4

SSH セッション情報の表示
ここで説明する内容は、次のとおりです。

 • SSH セッション情報の表示

 • SSH キーの詳細の表示

SSH セッション情報の表示

SSH セッションの関連情報を表示するには、EXEC モードで show ssh session-info     
コマンドを使用します。特定のコンテキストに関連付けられた SSH セッション  
情報を表示できるのは、コンテキスト管理者のみです。

このコマンドの構文は、次のとおりです。

show ssh session-info [context_name]

オプションの context_name 引数は、特定の SSH セッション情報を表示するコン    
テキストの名前を指定します。context_name 引数は、大文字と小文字を区別しま 
す。

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin# show ssh session-info

表 2-3 に、show ssh session-info コマンド出力に含まれるフィールドの説明を示し    
ます。
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イネーブル化された SSH セッションの最大数を表示するには、EXEC モードで   
show ssh maxsessions コマンドを使用します。特定のコンテキストに関連付けら   
れた SSH セッション情報を表示できるのは、コンテキスト管理者のみです。

このコマンドの構文は、次のとおりです。

show ssh maxsessions [context_name]

オプションの context_name 引数は、コンテキスト管理者が SSH セッションの最    
大数を表示するコンテキストの名前を指定します。context_name 引数は、大文字 
と小文字を区別します。

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin# show ssh maxsessions
Maximum Sessions Allowed is 4(SSH Server is enabled)

SSH キーの詳細の表示

指定されたキー、またはすべてのキー（キーを指定しない場合）のホスト キー 
ペアの詳細を表示するには、EXEC モードで show ssh key コマンドを使用します。

このコマンドの構文は、次のとおりです。

show ssh key [dsa | rsa | rsa1]

引数、キーワード、およびオプションは次のとおりです。

 • dsa — SSH バージョン 2 プロトコルに対応する DSA キー ペアを指定しま        
す。

 • rsa — SSH バージョン 2 プロトコルに対応する RSA キー ペアを指定します。

 • rsa1 — SSH バージョン 1 プロトコルに対応する RSA1 キー ペアを指定しま        
す。

表 2-3 show ssh session-info コマンドのフィールドの説明 

フィールド 説明

SessionID SSH セッションの一意なセッション ID
Remote Host リモート SSH クライアントの IP アドレスおよびポート
Active Time ACE が SSH 接続要求を受信してからの経過時間
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たとえば、次のように入力します。

host1/Admin # show ssh key
**************************************
could not retrieve rsa1 key information
**************************************
rsa Keys generated:Tue Mar 7 19:37:17 2006

ssh-rsa 
AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEA4v4DQ8aNl482qDTRju9G07hEIxCgTWanPm+WOCU1ki
hZ
QNd5ZwA50CBAJSfIIIB4iED6iQbhOkbXSneCvTb5mVoish2wvJrETpIDIeGxxh/jWVsU/M
eBbA/7o5tv
gCeT6p7pGF5oUNYFP0OeZ9BiIWDc4jBmYEQLEqJHPrMhSFE=

bitcount:1024
fingerprint:
f5:55:00:18:bc:af:41:74:b6:bc:aa:8e:46:31:74:4f
**************************************
dsa Keys generated:Tue Dec 20 19:37:17 2005

ssh-dss 
AAAAB3NzaC1kc3MAAACBAPqDdEqU+0gNtKRXM+DQAXnvcB+H89nq8jA4WgJ7uQcuDCLaG7
Lq
jtKTltJjA6aZVywsQWQ6n4kTlkavZy3cj6PUbSyqvmCTsaYyYo4UQ6CKrK9V+NsfgzTSLW
TH8iDUvYjL
c3nU51QEKjy7mPsQeX31y1M1rhp8qhkbMKxkc49XAAAAFQCPM0QJrq6+kkaghJpeNxeXhU
H9HwAAAIEA
keZ1ZJM6sfKqJDYPLHkTro+lpbV9uR4VyYoZmSoehi/LmSaZDq+Mc8UN1LM+i5vkOgnKce
arD9lM4/hK
zZGYx5hJOiYCKj/ny2a5p/8HK152cnsOAg6ebkiTTWAprcWrcHDS/1mcaI5GzLrZCdlXW5
gBFZtMTJGs
tICmVWjibewAAACBAJQ66zdZQqYiCWtZfmakridEGDTLV6ixIDjBNgb84qlj+Y1XMzqLL0
D4oMSb7idE
L3BmhQYQW7hkTK0oS4kVawI1VmW2kvrqoGQnLNQRMvisAXuJWKk1Ln6vWPGZZe8KoALv0G
XxsOv2gk/z
TDk01oCaTVw//bXJtoVRgIlWXLIP

bitcount:1024
fingerprint:
8e:13:5c:3e:1a:9c:7a:ed:d0:84:eb:96:12:db:82:be
**************************************
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C H A P T E R 3
ACE ソフトウェア ライセンス
の管理

この章では、Cisco Application Control Engine（ACE）モジュールのソフトウェア   
ライセンスの管理方法について説明します。この章の内容は、次のとおりです。

 • 入手可能な ACE ライセンス

 • アップグレード ライセンスの注文およびキーの生成

 • ACE へのライセンス ファイルのコピー

 • 新規またはアップグレード ライセンス ファイルのインストール

 • 永久ライセンスによるデモ ライセンスの置き換え

 • ライセンスの削除

 • ライセンス ファイルのバックアップ

 • ライセンスの設定および統計情報の表示

（注） license および show license コマンドにアクセスできるのは、Admin コンテキスト     
の場合のみです。ライセンス ファイルをインストール、削除、および更新する 
には、Admin コンテキストで Admin ロールを保持している必要があります。
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入手可能な ACE ライセンス
ACE はデフォルトで、次の特長および機能をサポートしています。

 • 1 つの Admin コンテキストおよび 5 つのユーザ コンテキストによるバー      
チャライゼーション

 • 4 ギガビット /秒（Gbps）のモジュール帯域幅

 • 1000 トランザクション /秒（TPS）の SSL

デフォルトのユーザ コンテキスト数、モジュールの帯域幅、SSL TPS を増加さ   
せるには、ライセンスを購入します。表 3-1 に、入手可能な ACE ライセンス、製   
品 ID（PID）、および説明を示します。

表 3-1 ACE ライセンス 

機能（デフォルト） ライセンス PID 説明

バーチャライゼーション

（デフォルトでは、1 つの 
Admin コンテキストおよ 
び 5 つのユーザ コンテキ   
スト）

ACE-VIRT-020 20 のバーチャル コンテキスト
ACE-VIRT-050 50 のバーチャル コンテキスト
ACE-VIRT-100 100 のバーチャル コンテキスト
ACE-VIRT-250 250 のバーチャル コンテキスト
ACE-VIRT-UP1 コンテキスト数を 20 から 50 に    

アップグレード

ACE-VIRT-UP2 コンテキスト数を 50 から 100   
にアップグレード

ACE-VIRT-UP3 コンテキスト数を 100 から 250   
にアップグレード



3-3
Cisco Application Control Engine モジュール アドミニストレーション ガイド      

OL-11865-01-J

第 3章      ACE ソフトウェア ライセンスの管理
入手可能な ACE ライセンス  

ACE の制限を超えていない場合（最大 250 のコンテキスト）、バーチャライゼー   
ションをアップグレードして増加させることができます。

ACE のデモ ライセンスの詳細については、シスコの代理店にお問い合わせくだ  
さい。

（注） ACE module を交換する必要がある場合は、ライセンスに対応したライセンス  
ファイルを交換用モジュールにコピーして、インストールする必要があります。

モジュール帯域幅 

（デフォルトでは 4 Gbps）
ACE-04G-LIC デフォルトの 4 Gbps 帯域幅
ACE-08G-LIC 8 Gbps 帯域幅
ACE-16G-LIC 16 Gbps 帯域幅

（ACE20-MOD-K9 モジュールの
み）

ACE-UPG1-LIC 4 Gbps から 8 Gbps に帯域幅を     
アップグレード

ACE-UPG2-LIC 8 Gbps から 16 Gbps に帯域幅を
アップグレード

（ACE20-MOD-K9 モジュールの
み）

SSL TPS（デフォルトでは 
1000 TPS）

ACE-SSL-05K-K9 5000 TPS の SSL
ACE-SSL-10K-K9 10,000 TPS の SSL
ACE-SSL-15K-K9 15,000 TPS の SSL

セキュリティ ACE-SEC-LIC-K9 すべての ACE セキュリティ機  
能に対応したデータ センター 
セキュリティ ライセンス

表 3-1 ACE ライセンス（続き）

機能（デフォルト） ライセンス PID 説明
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アップグレード ライセンスの注文およびキーの生成
ここでは、ACE のアップグレード ライセンスを注文し、ライセンス キーを生成   
するための手順について説明します。アップグレード ライセンスを注文する手 
順は、次のとおりです。

ステップ 1 cisco.com で使用可能な Cisco Ordering ツールを使用して、「入手可能な ACE ライ      
センス」 のセクションのリストに記載されたライセンスの中から 1 つ注文しま   
す。

ステップ 2 シスコから Software License Claim Certificate を受信したら、指示に従って、     
Cisco.com Web サイトにアクセスします。Cisco.com の登録ユーザとして、次の   
URL にアクセスしてください。

http://www.cisco.com/go/license

ステップ 3 購入証明として、Software License Claim Certificate に記載された Product 
Authorization Key（PAK）を入力します。

ステップ 4 必要な情報をすべて入力し、ライセンス キーを生成します。

ステップ 5 ライセンス キーが生成されると、ライセンス ファイルおよびインストール手順  
が添付されたライセンス キー E メールが受信されます。あとで必要になる場合   
（別の ACE にライセンスを転送する場合など）に備えて、ライセンス キー E メー     
ルを安全な場所に保存します。

http://www.cisco.com/go/license
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ACE へのライセンス ファイルのコピー
シスコシステムズからソフトウェア ライセンス キー E メールを受信したら、添    
付されたライセンス ファイルをネットワーク サーバにコピーする必要がありま  
す。Admin コンテキストから EXEC モードで copy コマンドを使用して、ライセ     
ンス ファイルを ACE の disk0: にコピーします。リモート サーバからファイルを      
コピーする方法については、第 4 章「ACE ソフトウェアの管理」を参照してく 
ださい。

たとえば、copy tftp コマンドの構文は、次のとおりです。

copy tftp:[//server[/path/][/filename]] disk0:[path/]filename

引数およびキーワードは次のとおりです。

 • [//server[/path/][/filename]] — ネットワーク サーバのパス。このパスは省略で   
きます。パスを省略した場合、パスの情報を入力するように要求されるため

です。

 • disk0:[path/]filename — ファイルのコピー先を現在のコンテキストの disk0:   
ディレクトリに指定し、さらにファイル名を指定します。オプションのパス

を指定しない場合、ファイルは disk0: ファイル システムのルート ディレク    
トリにコピーされます。

たとえば、ACE-VIRT-020.lic ライセンス ファイルを、track ネットワーク サーバ    
のライセンス ディレクトリから disk0: のルート ディレクトリにコピーするに    
は、次のように入力します。

host1/Admin# copy tftp://track/license/ACE-VIRT-020.lic disk0:

デモ ライセンスまたは永久ライセンスの新規インストールまたはアップグレー 
ド インストールを行う場合は、「新規またはアップグレード ライセンス ファイ   
ルのインストール」を参照してください。

デモ ライセンスを永久ライセンスに置き換える場合は、「永久ライセンスによる 
デモ ライセンスの置き換え」を参照してください。
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新規またはアップグレード ライセンス ファイルのインス  
トール

新規インストールまたはアップグレード インストール用のデモ ライセンスまた  
は永久ライセンスを ACE にコピーすると、ライセンスのインストールが可能に  
なります。デモ ライセンスを永久ライセンスに置き換える方法については、「永 
久ライセンスによるデモ ライセンスの置き換え」を参照してください。

注意 コンテキスト デモ ライセンスをインストールする場合は、Admin 実行コンフィ   
ギュレーションおよびすべてのユーザ コンテキスト実行コンフィギュレーショ 
ンをリモート サーバに保存してください。コンテキスト ライセンスに期限が設  
定されている場合は、Admin 実行コンフィギュレーションおよびユーザ コンテ  
キストのすべてのコンフィギュレーションから、ACE はすべてのユーザ コンテ  
キストを自動的に削除します。

ACE にライセンスをインストールまたはアップグレードするには、Admin コン  
テキストから EXEC モードで  license install disk0: コマンドを使用します。この       
コマンドの構文は、次のとおりです。

license install disk0:[path/]filename [target_filename]

引数は次のとおりです。

 • [path/]filename — disk0: ファイル システムに格納されているライセンス。オ    
プションのパスを指定しない場合は、ルート ディレクトリ内でファイルが 
検索されます。

 • target_filename — （任意）ライセンス ファイルのターゲット ファイル名。

たとえば、モジュール帯域幅を 4 Gbps から 8 Gbps にアップグレードするには、      
次のように入力します。

host1/Admin# license install disk0:ACE-UPG1-LIC.lic

SSL 5000 TPS ライセンスに対応したライセンス ファイルをインストールするに    
は、次のように入力します。

host1/Admin# license install disk0:ACE-SSL-05K-K9.lic
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第 3章      ACE ソフトウェア ライセンスの管理
新規またはアップグレード ライセンス ファイルのインストール  

コンテキスト数が 20 のライセンスに対応したライセンス ファイルをインストー   
ルするには、次のように入力します。

host1/Admin# license install disk0:ACE-VIRT-020.lic

アップグレード ライセンスを含めて、複数の仮想コンテキスト ライセンスがあ  
ります。表 3-2 に示すように、インストールできる追加ライセンスは、ACE に現  
在インストールされているコンテキスト数によって決まります。

表 3-2 インストール可能な仮想ユーザ コンテキスト 

現在のコンテキスト数 インストール可能なライセンス

5（デフォルト） ACE-VIRT-020

ACE-VIRT-050

ACE-VIRT-100

ACE-VIRT-250

20 ACE-VIRT-UP1（コンテキスト数を 50 にアップグ  
レード）

50 ACE-VIRT-UP2（コンテキスト数を 100 にアップグ  
レード）

100 ACE-VIRT-UP3（コンテキスト数を 250 にアップグ  
レード）

250 追加ライセンスなし
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永久ライセンスによるデモ ライセンスの置き換え
ACE デモ ライセンスをインストールした場合、ライセンスの期限が切れる 4 週    
間前から 1 日に 1 回、警告 Syslog メッセージが生成されます。最終週では、警      
告 syslog メッセージは 1 時間に 1 回ずつ表示されます。ライセンス期限が終了す      
る前に、デモ ライセンスを永久ライセンスに更新する必要があります。更新し 
ない場合は、帯域幅、SSL TPS、またはコンテキスト数が以前の値に戻されます。

注意 コンテキスト デモ ライセンスを永久ライセンスに置き換えた場合は、ACE に設   
定されたユーザ コンテキストを引き続き使用することができます。ただし、コ 
ンテキスト ライセンスに期限が設定されている場合は、Admin 実行コンフィ  
ギュレーションおよびユーザ コンテキストのすべてのコンフィギュレーション 
から、すべてのユーザ コンテキストが自動的に削除されます。コンテキスト ラ  
イセンスの期限が切れる前に、Admin 実行コンフィギュレーションおよびユー 
ザ コンテキスト実行コンフィギュレーションをリモート サーバに保存します。

デモ ライセンスの有効期限を表示するには、Admin コンテキストから EXEC   
モードで show license usage コマンドを使用します。

永久ライセンス ファイルを ACE にコピーすると、インストールが可能になりま   
す。デモ ライセンスを永久ライセンスに置き換えるには、Admin コンテキスト  
から EXEC モードで license update disk0: コマンドを使用します。このコマンド      
の構文は、次のとおりです。

license update disk0:[path/]permanent_filename demo_filename

引数は次のとおりです。

 • [path/]permanent_filename — ACE にコピーした永久ライセンス ファイルの    
ファイル名

 • demo_filename — 永久ライセンス ファイルに置き換えるデモ ライセンス    
ファイルのファイル名

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin# license update disk0:ACE-VIRT-250.lic 
ACE-VIRT-250-DEMO.lic
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第 3章      ACE ソフトウェア ライセンスの管理
ライセンスの削除

ライセンスの削除
モジュール帯域幅、SSL TPS、またはユーザ コンテキスト ライセンスを削除す   
るには、Admin コンテキストから EXEC モードで license uninstall コマンドを使      
用します。このコマンドの構文は、次のとおりです。

license uninstall license_filename

license_filename 引数は、削除するライセンス ファイルのファイル名を指定しま  
す。ライセンス ファイルの名前は、スペースを含まないテキスト ストリングと  
して、引用符で囲まず入力します。

（注） clear startup-config または write erase コマンドを入力しても、スタートアップ コ      
ンフィギュレーション ファイルからライセンス ファイルは削除されません。  
ACE からライセンス ファイルを削除するには、license uninstall コマンドを使用    
する必要があります。

ここで説明する内容は、次のとおりです。

 • モジュール帯域幅ライセンスの削除

 • SSL TPS ライセンスの削除

 • ユーザ コンテキスト ライセンスの削除

注意 デモまたは永久仮想コンテキスト ライセンスを削除すると、Admin 実行コン  
フィギュレーションからすべてのユーザ コンテキストが削除されます。ユーザ 
コンテキストを削除すると、ACE から実行コンフィギュレーションおよびス 
タートアップ コンフィギュレーションも削除されます。仮想コンテキスト ライ  
センスを削除する前に、Admin 実行コンフィギュレーションおよびユーザ コン  
テキスト実行コンフィギュレーションをリモート サーバに保存します。詳細に 
ついては、「ユーザ コンテキスト ライセンスの削除」を参照してください。
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モジュール帯域幅ライセンスの削除

帯域幅ライセンスを削除するには、Admin コンテキストから EXEC モードで   
license uninstall コマンドを使用します。ACE-08G-LIC または ACE-UPG1-LIC 帯     
域幅ライセンスをアンインストールすると、ACE のモジュール帯域幅がデフォ 
ルトの 4 Gbps に低下します。ACE-UPG2-LIC 帯域幅ライセンスをアンインス    
トールすると、ACE のモジュール帯域幅が 8 Gbps に低下します。

たとえば、ACE-08G-LIC 帯域幅ライセンスを削除するには、次のように入力し 
ます。

host1/Admin# license uninstall ACE-08G-LIC.lic

SSL TPS ライセンスの削除
SSL TPS ライセンスを削除するには、Admin コンテキストから EXEC モードで     
license uninstall コマンドを使用します。SSL ライセンスをアンインストールする   
と、ACE の SSL TPS パフォーマンスが 1000 TPS に低下します。

たとえば、ACE-SSL-05K-K9 SSL TPS ライセンスを削除するには、次のように入   
力します。

host1/Admin# license uninstall ACE-SSL-05K-K9.lic

ユーザ コンテキスト ライセンスの削除
削除できるライセンスは、ACE に現在インストールされている仮想コンテキス 
ト数およびライセンスのタイプによって決まります。表 3-3 に、現在インストー 
ルされているコンテキスト、ACE のライセンスのタイプ、およびライセンス削 
除後の残りのコンテキスト数を示します。
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ライセンスの削除

注意 デモまたは永久仮想コンテキスト ライセンスを削除すると、Admin 実行コン  
フィギュレーションからすべてのユーザ コンテキストが削除されます。ユーザ 
コンテキストを削除すると、ACE から実行コンフィギュレーションおよびス 
タートアップ コンフィギュレーションも削除されます。仮想コンテキスト ライ  
センスを削除する前に、Admin 実行コンフィギュレーションおよびユーザ コン  
テキスト実行コンフィギュレーションをリモート サーバに保存します。

コンテキスト ライセンスを削除する手順は、次のとおりです。

ステップ 1 各コンテキストの EXEC モードで、copy running-config コマンドを入力して、    
Admin およびユーザ コンテキスト実行コンフィギュレーションをリモート サー   
バに保存します。このコマンドの詳細については、第 4 章「ACE ソフトウェア 
の管理」を参照してください。

たとえば、Admin 実行コンフィギュレーションを R-CONFIG-ADM という名前で   
TFTP（簡易ファイル転送プロトコル）サーバにコピーするには、次のように入
力します。

host1/Admin# copy running-config tftp://192.168.1.2/R-CONFIG-ADM

表 3-3 仮想コンテキスト ライセンスの削除 

現在のコンテキスト数 削除可能なライセンス ライセンスを削除した結果

5（デフォルト） 削除できません —

20 ACE-VIRT-020 5 コンテキスト
50 ACE-VIRT-050 5 コンテキスト

ACE-VIRT-UP1 20 コンテキスト
100 ACE-VIRT-100 5 コンテキスト

ACE-VIRT-UP2 50 コンテキスト
250 ACE-VIRT-250 5 コンテキスト

ACE-VIRT-UP3 100 コンテキスト
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C1 ユーザ コンテキストの実行コンフィギュレーションを TFTP サーバにコピー    
するには、C1 コンテキストにアクセスして、次のように入力します。

host1/C1# copy running-config tftp://192.168.1.2/R-CONFIG-C1

ステップ 2 license uninstall コマンドを使用して、ライセンスを削除します。たとえば、
ACE-VIRT-250.LIC ライセンスを削除するには、次のように入力します。

host1/Admin# license uninstall ACE-VIRT-250.lic

次のメッセージおよびプロンプトが表示されます。

Clearing license ACE-VIRT-250.lic:
SERVER this_host ANY
VENDOR cisco
INCREMENT ACE-VIRT-250 cisco 1.0 permanent 1 \
        VENDOR_STRING=<count>1</count> HOSTID=ANY \
        
NOTICE=”<LicFileID>20051103151315824</LicFileID><LicLineID>1</LicLineI
D> \
        <PAK></PAK>” SIGN=86A13B1EA2F2

INCREMENT ACE-VIRT-250 cisco 1.0 permanent 1 \
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!! WARNING: Uninstalling virtual context license will automatically!!
!!! cleanup all the user context configurations, please backup the  !!
!!! configurations before proceeding further with uninstallation    !!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Do you want to continue? (y/n) 

ステップ 3 Admin およびユーザ コンテキストの実行コンフィギュレーションがリモート  
サーバに保存されていない場合は、n を入力します。ステップ 1 に進んでくださ   
い。

Admin およびユーザ コンテキストの実行コンフィギュレーションがリモート  
サーバに保存されている場合は、y を入力します。

ライセンスの削除中に、Admin 実行コンフィギュレーションからユーザ コンテ  
キスト コンフィギュレーションが削除されるため、実行コンフィギュレーショ 
ンおよびスタートアップ コンフィギュレーションを含むすべてのユーザ コンテ  
キストが削除されます。
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ステップ 4 Admin コンテキストから EXEC モードで show license status コマンドを入力し       
て、ACE で現在サポートされているコンテキスト数を表示します。

ステップ 5 Admin 実行コンフィギュレーションで保持するコンテキストを決定します。テキ 
スト エディタを使用して、リモート サーバの Admin 実行コンフィギュレーショ    
ンから、余分なコンテキスト コンフィギュレーションを手動で削除します。

Admin 実行コンフィギュレーションに ACE でサポートされているコンテキスト   
数よりも多くのコンテキストが含まれている場合に、このコンフィギュレーショ

ンを ACE にコピーすると、サポート数の上限を超えるコンテキストは拒否され  
ます。たとえば、実行コンフィギュレーションに 20 個のコンテキストが含まれ  
ている場合に、ライセンスを削除すると、ACE がサポートするコンテキスト数 
は 5 になります。20 個のコンテキストをすべて含むコンフィギュレーションを   
コピーしようとすると、最初の 5 つのコンテキストは許可されますが、残りのコ  
ンテキストはコピーに失敗し、コンソールにエラー メッセージが表示されます。

（注） ACE に現在保持されている実行コンフィギュレーションに、ユーザ コン  
テキストを手動で再作成することもできます。ユーザ コンテキストを手 
動で再作成する場合は、ステップ 7 に進んでください。

ステップ 6 リモート サーバから、変更された Admin 実行コンフィギュレーションを取得し   
ます。たとえば、R-CONFIG-ADM という名前の Admin 実行コンフィギュレー   
ションを TFTP サーバからコピーするには、次のように入力します。

host1/Admin# copy tftp://192.168.1.2/R-CONFIG-ADM running-config 

ステップ 7 Admin 実行コンフィギュレーションをスタートアップ コンフィギュレーション  
ファイルにコピーします。たとえば、次のように入力します。

host1/Admin# copy running-config startup-config 
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（注） スタートアップ コンフィギュレーションを最新の実行コンフィギュ 

レーションで更新しないで、ACE を再起動すると、余分なコンテキスト 
を含むスタートアップ コンフィギュレーションが使用されます。ライセ 
ンスでサポートされている個数のコンテキストは許可されますが、残り

のコンテキストは許可されません。

ステップ 8 ユーザ コンテキストにアクセスし、リモート サーバから実行コンフィギュレー  
ションをコピーします。たとえば、C1 ユーザ コンテキストの実行コンフィギュ  
レーションを TFTP サーバからコピーするには、C1 コンテキストにアクセスし   
て、次のように入力します。

host1/C1# tftp://192.168.1.2/R-CONFIG-C1 copy running-config 

ステップ 9 ユーザ コンテキスト実行コンフィギュレーションをスタートアップ コンフィ  
ギュレーション ファイルにコピーします。たとえば、次のように入力します。

host1/Admin# copy running-config startup-config 

ステップ 10 Admin コンフィギュレーションに設定されたすべてのユーザ コンテキストの実  
行コンフィギュレーションが取得されるまで、ステップ 8 および 9 を繰り返しま    
す。
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ライセンス ファイルのバックアップ
ライセンス ファイルを保護するために、ライセンス ファイルを tar ファイルとし    
て ACE のフラッシュ ディスクにバックアップすることを推奨します。ライセン   
ス ファイルを .tar 形式でバックアップするには、Admin コンテキストから EXEC     
モードで copy licenses コマンドを使用します。このコマンドの構文は、次のとお   
りです。

copy licenses disk0:[path/]filename.tar

キーワードおよび引数は次のとおりです。

 • disk0: — バックアップ ライセンス ファイルを disk0: ファイル システムにコ       
ピーするように指定します。

 • [path/]filename.tar — バックアップ ライセンスのコピー先のファイル名。コ   
ピー先ファイル名には、.tar ファイル拡張子を付ける必要があります。

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin# copy licenses disk0:mylicenses.tar

ACE のライセンスを誤って削除または紛失した場合は、バックアップ ファイル  
を展開して、再インストールすることができます。ライセンスを展開するには、

EXEC モードで untar コマンドを使用します。このコマンドの構文は、次のとお   
りです。

untar disk0:[path/]filename.tar

[path/]filename.tar 引数は、.tar バックアップ ライセンス ファイルのファイル名で    
す。

たとえば、disk0: の mylicense.tar ファイルを展開するには、次のように入力しま   
す。

host1/Admin# untar disk0:mylicenses.tar

ライセンスのインストール方法については、「新規またはアップグレード ライセ 
ンス ファイルのインストール」を参照してください。
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ライセンスの設定および統計情報の表示
ここでは、ACE に関するライセンス情報を表示する場合に使用できる show コマ   
ンドについて説明します。ライセンス情報を表示するには、Admin コンテキスト 
から EXEC モードで show license コマンドを使用します。このコマンドの構文は、     
次のとおりです。

show license brief | file filename | internal event-history | status | usage

このコマンドのオプションおよび引数は次のとおりです。

 • brief — 現在インストールされているライセンスの一覧を表示します。

 • file filename — 指定されたライセンス ファイルの内容を表示します。

 • internal event-history — ライセンス関連イベントの履歴を表示します。

 • status — ライセンス機能のステータスを表示します。

 • usage — すべてのライセンスの使用状況を表形式で表示します。

（注） オプションや引数を指定しないで show license コマンドを入力すると、インス   
トールされたすべての ACE ライセンス ファイル、およびこれらの内容が表示さ   
れます。

表 3-4 に、show license status コマンド出力に含まれるフィールドの説明を示しま    
す。

表 3-4 show license status コマンド出力のフィールドの説明 

フィールド 説明

Licensed Feature ACE の仮想化コンテキスト、SSL Transactions per Second    
（TPS）、およびモジュール帯域幅機能を含むリスト 

Count ACE でサポートされているコンテキスト数、SSL TPS、お  
よび帯域幅（Gbps）。この情報には、ライセンスがインス
トールされていない場合に、ACE でサポートされるデフォ 
ルトのコンテキスト数、SSL TPS、およびモジュール帯域幅 
も含まれます。
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表 3-5 に、show license usage コマンド出力に含まれるフィールドの説明を示しま    
す。

次のコマンドを入力して、ACE のライセンスを表示することもできます。

 •  show version コマンド（ACE の EXEC モードで実行） 

 • show module services コマンド（スーパーバイザ エンジンで実行）。[Services]    
フィールドのライセンス情報を参照してください。

表 3-5 show license usage コマンド出力のフィールドの説明 

フィールド 説明

License ライセンスの名前

Ins ライセンスがインストールされているかどうか（Yes また 
は No）

Lic Count この機能に対応したライセンスの数

Status 機能の現在の状態（In use または Unused）
Expiry Date デモ ライセンスの満了日（ライセンス ファイル内で定義）。  

ライセンスが永久ライセンスの場合、このフィールドには

Never と表示されます。
Comments ライセンスに関するエラー（存在する場合）
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C H A P T E R 4
ACE ソフトウェアの管理

この章では、Cisco Application Control Engine（ACE）モジュールで稼働している   
ソフトウェアの管理方法について説明します。内容は次のとおりです。

 • コンフィギュレーション ファイルの保存

 • リモート サーバからのコンフィギュレーション ファイルのロード

 • ACE のファイル システムの使用法

 • コア ダンプの表示およびコピー

 • パケット情報のキャプチャおよびコピー

 • コンフィギュレーション チェックポイントおよびロールバック サービスの  
使用法

 • フラッシュ メモリの再フォーマット
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コンフィギュレーション ファイルの保存
ACE を起動すると、フラッシュ メモリ（不揮発性メモリ）に格納されているス  
タートアップ コンフィギュレーション ファイルが、RAM（揮発性メモリ）に格  
納されている実行コンフィギュレーション ファイルにロードされます。ACE が  
複数のコンテキストに分割されている場合は、コンテキストごとに独自のスター

トアップ コンフィギュレーション ファイルがあります。

フラッシュ メモリには、既存のコンテキストごとに、スタートアップ コンフィ  
ギュレーション ファイルが格納されます。新しいコンテキストを作成すると、 
ACE はフラッシュ メモリに新しいコンテキスト ディレクトリを作成して、コン   
テキスト固有のスタートアップ コンフィギュレーション ファイルを格納しま  
す。ACE からコンフィギュレーション ファイルをコピーすると、コマンドを実  
行したコンテキストのコンフィギュレーション情報のコピーが作成されます。

現在のコンテキストに関連付けられたスタートアップ コンフィギュレーション 
ファイルの内容を表示するには、EXEC モードで show startup-config コマンドを    
使用します（「コンフィギュレーション ファイルの表示」を参照）。

設定を変更した場合、これらの変更は running-config という名前の仮想実行コン  
フィギュレーション ファイルに格納されます。このファイルには、ユーザが作 
業しているコンテキストが関連付けられています。CLI コマンドを入力した場合 
は、揮発性メモリ内の実行コンフィギュレーション ファイルのみが変更されま 
す。ACE からログアウトするか、リブートする前に、実行コンフィギュレーショ 
ン ファイルの内容をスタートアップ コンフィギュレーション ファイル   
（startup-config）にコピーして、現在のコンテキストに対する設定変更をフラッ
シュ メモリに保存します。このあとで ACE をリブートした場合は、スタート   
アップ コンフィギュレーション ファイルが使用されます。

ここで説明する内容は、次のとおりです。

 • フラッシュ メモリへのコンフィギュレーション ファイルの保存

 • リモート サーバへのコンフィギュレーション ファイルの保存

 • disk0: ファイル システムへのコンフィギュレーション ファイルのコピー

 • スタートアップ コンフィギュレーション ファイルと実行コンフィギュレー  
ション ファイルのマージ

 • コンフィギュレーション ファイルの表示
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 • 管理コンテキストからのユーザ コンテキスト実行コンフィギュレーション 
ファイルの表示

 • スタートアップ コンフィギュレーション ファイルの消去

フラッシュ メモリへのコンフィギュレーション ファイルの保存
RAM（揮発性メモリ）で実行コンフィギュレーション ファイルを作成または更 
新したら、ACE のフラッシュ メモリ（不揮発性メモリ）に格納された、現在の  
コンテキストのスタートアップ コンフィギュレーション ファイルに内容を保存  
します。実行コンフィギュレーション ファイルの内容をスタートアップ コン  
フィギュレーション ファイルにコピーするには、EXEC モードで  
copy running-config startup-config コマンドを使用します。

このコマンドの構文は、次のとおりです。

copy running-config startup-config

実行コンフィギュレーション ファイルを、ACE のフラッシュ メモリ内のスター   
トアップ コンフィギュレーション ファイルに保存する例を示します。

host1/Admin# copy running-config startup-config 

write memory コマンドを使用して、現在のコンテキストの実行コンフィギュ  
レーション ファイルの内容をスタートアップ コンフィギュレーション ファイル   
にコピーすることもできます。write memory コマンドは copy running-config    
startup-config コマンドと同じです。

このコマンドの構文は、次のとおりです。

write memory [all]

オプションの write memory all キーワードを指定すると、すべての既存コンテキ    
ストの設定が保存されます。このキーワードを使用できるのは、管理コンテキス

トのみです。

write memory コマンドを使用して、現在のコンテキストの実行コンフィギュ  
レーション ファイルの内容をスタートアップ コンフィギュレーション ファイル   
に保存する場合も、このコマンドを 管理コンテキストで指定してください。変 
更は 管理コンテキストのスタートアップ コンフィギュレーション ファイルに保   
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存する必要があります。管理コンテキストのスタートアップ コンフィギュレー 
ション ファイルには、各ユーザ コンテキストを作成するために使用されるすべ  
ての設定が含まれています。

リモート サーバへのコンフィギュレーション ファイルの保存
FTP（ファイル転送プロトコル）、Secure File Transfer Protocol（SFTP; セキュア    
ファイル転送プロトコル）、または Trivial Transfer Protocol（TFTP; 簡易ファイル    
転送プロトコル）を使用して、実行コンフィギュレーション ファイルまたはス 
タートアップ コンフィギュレーション ファイルをリモート サーバに保存するに   
は、EXEC モードで copy running-config または copy startup-config コマンドを使       
用します。このコピーは、現在のコンテキストの実行コンフィギュレーション

ファイルまたはスタートアップ コンフィギュレーション ファイルのバックアッ  
プ ファイルとして機能します。新しいソフトウェア バージョンをインストール  
したり、移行したりする場合は、事前に FTP、SFTP、または TFTP を使用して、   
ACE のスタートアップ コンフィギュレーション ファイルをリモート サーバに    
バックアップします。バックアップ ファイルに名前を付ける場合は、ファイル 
の取得元コンテキストが判別しやすい方法で名前を付けることを推奨します

（running-config-ctx1、startup-config-ctx1 など）。

このコマンドの構文は、次のとおりです。

copy {running-config | startup-config} {ftp://server/path[/filename] | 
sftp://[username@]server/path[/filename] | 
tftp://server[:port]/path[/filename]}

キーワード、引数、およびオプションは次のとおりです。

 • running-config — ACE の揮発性メモリに現在格納されている実行コンフィ   
ギュレーション ファイルを指定します。

 • startup-config — ACE のフラッシュ メモリに現在格納されているスタート    
アップ コンフィギュレーション ファイルを指定します。

 • ftp://server/path[/filename] — FTP ネットワーク サーバ、およびオプションと    
して、名前変更後のコンフィギュレーション ファイルを指定します。

 • sftp://[username@]server/path[/filename] — SFTP ネットワーク サーバ、および    
オプションとして、名前変更後のコンフィギュレーション ファイルを指定 
します。
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 • tftp://server[:port]/path[/filename] — TFTP ネットワーク サーバ、およびオプ    
ションとして、名前変更後のコンフィギュレーションを指定します。

ftp:、sftp:、または tftp: を使用して、コピー先ファイル システムを選択した場   
合、ACE は次のタスクを実行します。

 • コピー先ファイル システムでユーザ認証が必要な場合は、ユーザ名および 
パスワードが要求されます。

 • コマンドでサーバ情報を指定しなかった場合は、サーバ情報が要求されま

す。

 • パス情報を指定しなかった場合は、コピー先ファイル システムのルート 
ディレクトリにファイルがコピーされます。

スタートアップ コンフィギュレーション ファイルをリモート FTP サーバに保存    
する例を示します。

host1/Admin# copy running-config 
ftp://192.168.1.2/running-config_Adminctx
Enter username[]? user1
Enter the file transfer mode[bin/ascii]: [bin]
Password: password1
Passive mode on.
Hash mark printing on (1024 bytes/hash mark).
####

（注） コンパイルされたファイル（実行可能ファイル）の転送には、bin（バイナリ）
ファイル転送モードが使用されます。コンフィギュレーション ファイルなどの 
テキスト ファイルの転送には、ascii ファイル転送モードが使用されます。ファ  
イルをリモート FTP サーバにコピーする場合は、デフォルトの bin を選択して    
おくと、あらゆる場合に対応できます。

disk0: ファイル システムへのコンフィギュレーション ファイルのコピー
実行コンフィギュレーション ファイルまたはスタートアップ コンフィギュレー  
ション ファイルを作成または更新したあとに、ACE のフラッシュ メモリ内の   
disk0: ファイル システムにこのファイルをコピーするには、次のコマンドを使用  
します。
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 • 実行コンフィギュレーション ファイルの内容を disk0: ファイル システムに    
保存するには、EXEC モードで copy running-config disk0: コマンドを使用し     
ます。

 • スタートアップ コンフィギュレーション ファイルの内容を disk0: ファイル    
システムに保存するには、EXEC モードで copy startup-config disk0: コマン     
ドを使用します。

このコマンドの構文は、次のとおりです。

copy {running-config | startup-config} disk0:[path/]filename

キーワード、引数、およびオプションは次のとおりです。

 • running-config — ACE の RAM（揮発性メモリ）に現在格納されている実行    
コンフィギュレーション ファイルを指定します。

 • startup-config — ACE のフラッシュ メモリ（不揮発性メモリ）に現在格納さ    
れているスタートアップ コンフィギュレーション ファイルを指定します。

 • disk0: — 実行コンフィギュレーション ファイルまたはスタートアップ コン    
フィギュレーション ファイルを disk0: ファイル システムにコピーするよう    
に指定します。

 • [path/]filename — （任意）disk0: ファイル システムのパス。オプションのパ    
スを指定しない場合、ファイルは disk0: ファイル システムのルート ディレ    
クトリにコピーされます。

実行コンフィギュレーション ファイルを、running-config_copy という名前で  
disk0: ファイル システムに保存する例を示します。

host1/Admin# copy running-config disk0:running-config_copy

スタートアップ コンフィギュレーション ファイルと実行コンフィギュ  
レーション ファイルのマージ

スタートアップ コンフィギュレーション ファイルの内容を実行コンフィギュ  
レーション ファイルにマージするには、EXEC モードで copy startup-config    
running-config コマンドを使用します。このコマンドにより、スタートアップ コ  
ンフィギュレーション ファイルの追加設定が実行コンフィギュレーション ファ  
イルにコピーされます。両方のファイルに共通のコマンドが存在する場合、ス

タートアップ コンフィギュレーション ファイルによって実行コンフィギュレー  
ション ファイルの属性が上書きされます。
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このコマンドの構文は、次のとおりです。

copy startup-config running-config 

以下に入力例を示します。

host1/Admin# copy startup-config running-config

コンフィギュレーション ファイルの表示
現在のコンテキストに関連付けられた ACE の実行コンフィギュレーション ファ   
イルを表示するには、EXEC モードで show running-config コマンドを使用しま    
す。実行コンフィギュレーション ファイルの各モードのコンフィギュレーショ 
ン エントリは、ACE で設定した順番に基づき、日付順に表示されます。ACE の   
実行コンフィギュレーション ファイルのデフォルト コンフィギュレーション  
は、表示されません。

（注） write terminal コマンドを使用して、ACE 実行コンフィギュレーション ファイル    
を表示することもできます。write terminal コマンドは、copy running-config コ    
マンドと同じです。

実行コンフィギュレーション ファイルおよびスタートアップ コンフィギュレー  
ション ファイルの内容を表示するには、次のコマンドを使用します。

 • 実行コンフィギュレーション ファイルを表示するには、show running-config  
コマンドを使用します。

 • スタートアップ コンフィギュレーション ファイルを表示するには、show  
startup-config コマンドを使用します。

show startup-config コマンドの構文は、次のとおりです。

show startup-config

show running-config コマンドの構文は、次のとおりです。

show running-config [aaa | access-list | action-list | class-map | context | dhcp | 
domain | ft | interface | object-group | parameter-map | policy-map | probe | 
resource-class | role | rserver | serverfarm | sticky] 
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キーワードおよびオプションは次のとおりです。

 • aaa — （任意）AAA 情報を表示します。

 • access-list — （任意）Access Control List（ACL; アクセス コントロール リス       
ト）情報を表示します。

 • action-list — （任意）アクション リスト情報を表示します。アクション リス    
トは、特定のレイヤ 7 ポリシーマップ アクションをグループ化する場合に   
使用します。

 • class-map — （任意）現在のコンテキストに設定されたすべてのクラス マッ   
プを一覧表示します。各クラス マップの設定情報も一覧表示されます。

 • context — （任意）ACE に設定されたコンテキストのリストを表示します。   
各コンテキストに割り当てられたリソース クラス（メンバー）も表示され 
ます。context キーワードは、管理コンテキスト内でのみ有効です。

 • dhcp — （任意）DHCP 情報を表示します。

 • domain — （任意）現在のコンテキストに設定されたドメインを一覧表示し  
ます。各ドメインの設定情報も一覧表示されます。

 • ft — （任意）現在のコンテキストに設定された冗長構成、つまり 
Fault-Tolerance（FT; 耐障害性）設定を一覧表示します。各 FT 設定の設定情
報も一覧表示されます。

 • interface — （任意）インターフェイス情報を表示します。

 • object-group — （任意）ACL オブジェクトグループ情報を表示します。

 • parameter-map（任意）パラメータ マップ情報を表示します。

 • policy-map — （任意）ポリシー マップ情報を表示します。

 • probe — （任意）プローブ情報を表示します。

 • resource-class — （任意）リソース クラス情報を表示します。

 • role — （任意）現在のコンテキストに設定されたロールを一覧表示します。  
各ロールの設定情報も一覧表示されます。

 • rserver — （任意）実サーバ情報を表示します。

 • serverfarm — （任意）サーバ ファーム情報を表示します。

 • sticky — （任意）スティッキ情報を表示します。

オプション キーワードを指定した場合の show running-config 出力の詳細につい    
ては、各ソフトウェア機能に関連した ACE マニュアル セットの各章を参照して   
ください。
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ACE の実行コンフィギュレーション ファイルの内容全体を表示する例を示しま  
す。

host1/Admin# show running-config
Generating configuration....

logging enable

access-list acl1 line 10 extended permit ip any any

rserver type host real1
  address 16.1.1.102
  inservice
rserver type host real2
  address 16.1.1.103
  inservice
rserver type host real3
  address 16.1.1.105
  inservice

serverfarm type host serverfarm1
  predictor hash address
  real real1
    inservice
  real real2
    inservice
  real real3
    inservice

class-map match-any vipmap1
  10 match virtual-address 17.1.2.1 tcp any

policy-map type loadbalance first-match policymap1
  class class-default
    serverfarm serverfarm1

policy-map multi-match policy1
  class vipmap1
    loadbalance vip inservice
    loadbalance policymap1

interface vlan 16
  ip address 16.1.1.12 255.0.0.0
  access-group input acl1
  no shutdown
interface vlan 17
  ip address 17.1.1.12 255.0.0.0
  access-group input acl1
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  service-policy input policy1
  no shutdown

context Admin
  member default

username admin password 5 $1$faXJEFBj$TJR1Nx7sLPTi5BZ97v08c/  role 
Admin domain
default-domain
username www password 5 $1$UZIiwUk7$QMVYN1JASaycabrHkhGcS/  role Admin 
domain de
fault-domain

snmp-server user www Network-Monitor
snmp-server user admin Network-Monitor

管理コンテキストからのユーザ コンテキスト実行コンフィギュレーション 
ファイルの表示

管理コンテキストからユーザ コンテキストの ACE 実行コンフィギュレーション   
ファイルを表示するには、EXEC モードで invoke context コマンドを使用します。    
このコマンドの構文は、次のとおりです。

invoke context context_name show running-config

context_name 引数は、ユーザ コンテキストの名前です。

管理コンテキストから C1 コンテキストの実行コンフィギュレーション ファイ   
ルを表示する例を示します。

host1/Admin# invoke context C1 show running-config
Generating configuration....

スタートアップ コンフィギュレーション ファイルの消去
フラッシュ メモリに格納された、現在のコンテキストの ACE スタートアップ コ    
ンフィギュレーション ファイルの内容を消去するには、EXEC モードで clear   
startup-config または write erase コマンドを使用します。いずれのコマンドでも、    
スタートアップ コンフィギュレーション ファイルがデフォルト設定にリセット  
され、即座に有効になります。実行コンフィギュレーションに、一切変更はあり
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ません。また、clear startup-config または write erase コマンドを実行しても、コ     
ンフィギュレーション レジスタやブート システムの設定などのブート変数も消  
去されません。

（注） clear startup-config および write erase コマンドを使用しても、ACE スタートアッ      
プ コンフィギュレーション ファイルからライセンス ファイルまたは暗号ファ   
イルは削除されません。ライセンス ファイルを削除するには、license uninstall  
filename コマンドを使用します。暗号ファイルを削除するには、crypto delete  
filename または crypto delete all コマンドを使用します。

ACE スタートアップ コンフィギュレーション ファイルの内容を消去する前に、   
スタートアップ コンフィギュレーション ファイルをリモート サーバにバック   
アップします（「リモート サーバへのコンフィギュレーション ファイルの保存」  
を参照）。スタートアップ コンフィギュレーション ファイルを消去しても、次の  
いずれかの処理を実行し、既存のコンフィギュレーションのコピーを回復できま

す。

 • copy running-config startup-config コマンドを使用して、既存の実行コンフィ   
ギュレーション ファイルの内容をスタートアップ コンフィギュレーション  
ファイルにコピーします。「フラッシュ メモリへのコンフィギュレーション 
ファイルの保存」を参照してください。

 • リモート サーバから、保存済みのスタートアップ コンフィギュレーション  
ファイルのバックアップをアップロードします。「リモート サーバからのコ 
ンフィギュレーション ファイルのロード」を参照してください。

ACE スタートアップ コンフィギュレーション ファイルをリセットする例を示し   
ます。

host1/Admin# clear startup-config
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リモート サーバからのコンフィギュレーション ファイルの  
ロード

ACE を設定するには、リモートの FTP、SFTP、または TFTP サーバにバックアッ    
プされたコンフィギュレーション ファイルをロードします。リモート サーバか  
らコンフィギュレーション ファイルをロードする前に、次の確認を行ってくだ 
さい。

 • リモート サーバからロードするコンフィギュレーション ファイルの場所が  
分かっている。

 • コンフィギュレーション ファイルの権限が world-read に設定されている。

 • ACE に、リモート サーバへのルートが設定されている。サブネット間でト  
ラフィックをルーティングするルータまたはデフォルト ゲートウェイがな 
い場合、ACE およびリモート サーバは同一のサブネットワーク上になけれ  
ばなりません。リモート サーバに接続されているかどうかを調べるには、 
EXEC モードで  ping または traceroute コマンドを使用します。ping および       
traceroute コマンドの使用方法の詳細については、『Cisco Application Control   
Engine Module Routing and Bridging Configuration Guide』を参照してください。

バックアップ コンフィギュレーション ファイルを ACE にコピーする場合は、最    
初に copy コマンドを実行したコンテキストに、コンフィギュレーション情報を  
コピーします。コンフィギュレーション ファイルを ACE にコピーする場合は、   
コンフィギュレーション ファイルが現在のコンテキストで適切に使用できるこ 
とを確認します。たとえば、バックアップ コンフィギュレーション ファイル  
startup-config-ctx1 は、コンテキスト 1 にコピーします。

リモート サーバからダウンロードされた実行コンフィギュレーション ファイル  
またはスタートアップ コンフィギュレーション ファイルを使用して ACE を設    
定するには、EXEC モードで copy コマンドを使用します。

このコマンドの構文は、次のとおりです。

copy {ftp://server/path[/filename] | sftp://[username@]server/path[/filename] | 
tftp://server[:port]/path[/filename]} {running-config | startup-config}

キーワード、引数、およびオプションは次のとおりです。

 • ftp://server/path[/filename] — FTP ネットワーク サーバ、およびオプションと    
してコンフィギュレーション ファイル名を指定します。
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 • sftp://[username@]server/path[/filename] — SFTP ネットワーク サーバ、および    
オプションとしてコンフィギュレーション ファイル名を指定します。

 • tftp://server[:port]/path[/filename] — TFTP ネットワーク サーバ、およびオプ    
ションとしてコンフィギュレーション ファイル名を指定します。

 • running-config — ACE の RAM（揮発性メモリ）に現在格納されている実行    
コンフィギュレーション ファイルの置き換えを指定します。

 • startup-config — ACE のフラッシュ メモリ（不揮発性メモリ）に現在格納さ    
れているスタートアップ コンフィギュレーション ファイルの置き換えを指  
定します。

リモート FTP サーバのスタートアップ コンフィギュレーション ファイルを    
ACE にコピーする例を示します。

Host/Admin# copy ftp://192.168.1.2/configs/startup-config-Adm_ctx 
startup-config
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ACE のファイル システムの使用法
フラッシュ メモリには、オペレーティング システム、スタートアップ コンフィ   
ギュレーション ファイル、ソフトウェア ライセンス、コア ダンプ ファイル、シ    
ステム メッセージ ログ ファイル、SSL 認証とキー、プローブ スクリプト、およ     
び ACE のその他のデータが格納されています。フラッシュ メモリは、これらの   
データを含んだ複数のファイル システム（パーティション）で構成されていま 
す。

ACE には、次のファイル システム（パーティション）が含まれています。

 • disk0: — スタートアップ コンフィギュレーション ファイル、ソフトウェア    
ライセンス、システム メッセージ ログ ファイル、SSL 認証とキー、および    
ACE のすべての既存コンテキストに関するユーザ生成データが格納されて 
います。

 • image: — システム ソフトウェア イメージが格納されています。

 • core: — ACE が応答不能になるたびに生成されるコア ファイルが格納され    
ています。

 • probe: — probe: ファイル システムの内容を表示します。このディレクトリ    
には、シスコが提供するスクリプトが格納されています。これらのスクリプ

トの詳細については、『Cisco Application Control Engine Module Server     
Load-Balancing Configuration Guide』を参照してください。管理コンテキスト  
およびユーザ コンテキストは、共に probe: ディレクトリをサポートします。

 • volatile: — 一時（volatile:）ディレクトリ内のファイルが格納されています。  
volatile: ディレクトリは一時ストレージです。一時ストレージ内のファイル 
は、ACE をリブートすると消去されます。

管理コンテキストは、ACE の 5 つのファイル システムをすべてサポートします。    
ユーザ コンテキストは、disk0:、probe:、および volatile: ファイル システムのみ    
をサポートします。

新しいコンテキストを作成すると、ACE はフラッシュ メモリに新しいコンテキ  
スト ディレクトリを作成して、スタートアップ コンフィギュレーション ファイ   
ルなどのコンテキスト固有のデータを格納します。

ACE にはソフトウェア設定、イメージ、およびファイルの管理を支援する便利 
なコマンドが複数用意されています。ここでは、ACE のファイル管理に役立つ 
次の項目について説明します。

 • ディレクトリ内のファイルの一覧表示
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 • ファイルのコピー

 • disk0: ファイル システムのファイルの圧縮解除

 • disk0: ファイル システムのファイルの展開

 • ディレクトリの新規作成

 • 既存ディレクトリの削除

 • ファイルの移動

 • ファイルの削除

 • ファイル内容の表示

 • show コマンド出力のファイルへの保存

ディレクトリ内のファイルの一覧表示

指定したファイル システムのディレクトリの内容を表示するには、EXEC モード  
で dir コマンドを使用します。このコマンドを使用すると、ACE の指定ファイル   
システムに格納されているディレクトリおよびファイルの詳細が一覧表示され

ます（名前、サイズ、作成時刻など）。一覧表示するディレクトリの名前を指定

することもできます。

このコマンドの構文は、次のとおりです。

dir {core: | disk0:[directory/][filename] | image:[filename] | probe:[filename] | 
volatile:[filename]}

キーワードおよび引数は次のとおりです。

 • core: — core: ファイル システムの内容を表示します。

 • disk0: — disk0: ファイル システムの内容を表示します。

 • image: — image: ファイル システムの内容を表示します。

 • probe: — probe: ファイル システムの内容を表示します。このディレクトリ    
には、シスコが提供するスクリプトが格納されています。これらのスクリプ

トの詳細については、『Cisco Application Control Engine Module Server     
Load-Balancing Configuration Guide』を参照してください。

 • volatile: — volatile: ファイル システムの内容を表示します。

 • directory/ — （任意）指定したディレクトリの内容。
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 • filename — （任意）指定したファイルの関連情報（ファイル サイズ、作成日   
など）。ファイル名内でワイルドカードを使用できます。ワイルドカード文

字（*）は、すべてのパターンと一致します。ワイルドカードのあとのスト
リングは無視されます。

disk0: ファイル システム内のファイルを一覧表示する例を示します。

host1/Admin# dir disk0:
host/Admin# dir disk0:

     7465  Jan 03 00:13:22 2000 C2_dsb
     2218  Mar 07 18:38:03 2006 ECHO_PROBE_SCRIPT4
  1654692  Feb 27 21:42:07 2006 c6ace-t1k9_dplug-mzg.3.0.0_A0_2.44.bin
     1024  Feb 16 12:47:24 2006 core_copies_dsb/
     1024  Jan 01 00:02:07 2000 cv/
     1024  Mar 13 13:53:08 2006 dsb_dir/
       12  Jan 30 17:54:26 2006 messages
     7843  Mar 09 22:19:56 2006 running-config
     4320  Jan 05 14:37:52 2000 startup-config
     1024  Jan 01 00:02:28 2000 www/

           Usage for disk0: filesystem
4254720 bytes total used
6909952 bytes free

   11164672 total bytes 

フラッシュ メモリ内のコア ダンプ ファイルを一覧表示する例を示します。

host1/Admin# dir core:

253151  Mar 14 21:23:33 2006 0x401_vsh_log.8249.tar.gz
262711  Mar 15 21:22:18 2006 0x401_vsh_log.15592.tar.gz
250037  Mar 15 18:35:27 2006 0x401_vsh_log.16296.tar.gz

        Usage for core: filesystem
                 1847296 bytes total used
                64142336 bytes free
                65989632 total bytes
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ファイルのコピー

ここで説明する内容は、次のとおりです。

 • ACE の別のディレクトリへのファイルのコピー

 • ライセンスのコピー

 • パケット キャプチャ バッファのコピー

 • リモート サーバへのファイルのコピー

 • リモート サーバからのファイルのコピー

 • ACE ソフトウェア システム イメージのリモート サーバへのコピー

ACE の別のディレクトリへのファイルのコピー

フラッシュ メモリの disk0: ファイル システムのディレクトリ間でファイルをコ    
ピーするには、copy disk0: コマンドを使用します。

（注） 実行コンフィギュレーション ファイルおよびスタートアップ コンフィギュレー  
ション ファイルの内容を表示するには、dir disk0: コマンドを使用します。

このコマンドの構文は、次のとおりです。

copy disk0:[path/]filename1 {disk0:[path]filename2} 

キーワードおよび引数は次のとおりです。

 • [path/]filename1 — コピーするファイルの名前。disk0: ファイル システム内で    
使用可能なファイルを表示するには、dir disk0: コマンドを使用します。オ  
プションのパスを指定しない場合、ファイルは disk0: ファイル システムの  
ルート ディレクトリからコピーされます。

 • disk0:[path]filename2 — 現在のコンテキストの disk0: ディレクトリ内のファ    
イルのコピー先を指定します。オプションのパスを指定しない場合、ファイ

ルは disk0: ファイル システムのルート ディレクトリにコピーされます。

ファイル SAMPLEFILE を disk0: ファイル システムの MYSTORAGE ディレクト       
リにコピーする例を示します。

host1/Admin# copy disk0:samplefile disk0:MYSTORAGE/SAMPLEFILE



第 4章      ACE ソフトウェアの管理       
ACE のファイル システムの使用法

4-18
Cisco Application Control Engine モジュール アドミニストレーション ガイド

OL-11865-01-J

ライセンスのコピー

ライセンス ファイルを保護するために、ライセンス ファイルを tar ファイルとし    
て ACE のフラッシュ メモリにバックアップすることを推奨します。ACE ライセ    
ンスのバックアップ ライセンスを .tar フォーマットで作成し、disk0: ファイル シ     
ステムにコピーするには、EXEC モードで copy licenses コマンドを使用します。

このコマンドの構文は、次のとおりです。

copy licenses disk0:[path/]filename.tar

キーワードおよび引数は次のとおりです。

 • disk0: — バックアップ ライセンス ファイルの disk0: ファイル システムへの       
コピーを指定します。

 • [path/]filename.tar — バックアップ ライセンスのコピー先のファイル名。コ   
ピー先ファイル名には、.tar ファイル拡張子を付ける必要があります。オプ 
ションのパスを指定しない場合、ファイルは disk0: ファイル システムのルー   
ト ディレクトリにコピーされます。

以下に入力例を示します。

host1/Admin# copy licenses disk0:mylicenses.tar

ACE のライセンスを誤って削除したり、紛失したりした場合は、バックアップ 
ファイルを展開し、再インストールすることができます。バックアップ ライセ 
ンスを展開するには、EXEC モードで untar コマンドを使用します。このコマン   
ドの構文は、次のとおりです。

untar disk0:[path/]filename.tar

filename.tar は、.tar バックアップ ライセンス ファイルのファイル名を表します。

disk0: の mylicense.tar ファイルを展開する例を示します。

host1/Admin# untar disk0:mylicenses.tar

パケット キャプチャ バッファのコピー

既存のパケット キャプチャ バッファを disk0: ファイル システムにコピーするに     
は、EXEC モードで copy capture コマンドを使用します。
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このコマンドの構文は、次のとおりです。

copy capture capture_name disk0:[path/]destination_name

キーワード、引数、およびオプションは次のとおりです。

 • capture_name — フラッシュ メモリのパケット キャプチャ バッファの名前。     
1 ～ 64 文字の英数字からなるテキスト文字列を指定します。必要に応じ、   
show capture コマンドを使用して、disk0: ファイル システムで使用可能な    
ファイルを表示します。表示されるリストには、既存のパケット キャプチャ 
バッファの名前が含まれています。

 • disk0: — パケット キャプチャ バッファの disk0: ファイル システムへのコ       
ピーを指定します。

 • [path/]destination_name — パケット キャプチャ バッファのコピー先のパス    
（任意）および名前。1 ～ 80 文字の英数字からなるテキスト文字列を指定し   
ます。オプションのパスを指定しない場合、ファイルは disk0: ファイル シス   
テムのルート ディレクトリにコピーされます。

パケット キャプチャ バッファを disk0: ファイル システムにコピーする例を示し     
ます。

host1/Admin# copy capture packet_capture_Jan_17_07 
disk0:capture_Jan_17_07

リモート サーバへのファイルのコピー

FTP、SFTP、または TFTP を使用して ACE のフラッシュ メモリからリモート     
サーバにファイルをコピーするには、EXEC モードで copy コマンドを使用しま   
す。コピーは、キャプチャ バッファ ファイル、コア ダンプ、ACE ライセンス    
（.tar フォーマット）、実行コンフィギュレーション ファイル、スタートアップ コ   
ンフィギュレーション ファイルなどのファイルのバックアップ ファイルとして  
機能します。

このコマンドの構文は、次のとおりです。

copy {core:filename | disk0:[path/]filename | running-config | startup-config} 
{ftp://server/path[/filename] | sftp://[username@]server/path[/filename] | 
tftp://server[:port]/path[/filename]} 
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キーワード、引数、およびオプションは次のとおりです。

 • core:filename — ACE のフラッシュ メモリ内のコア ダンプを指定します（「コ     
ア ダンプの表示およびコピー」を参照）。copy core: コマンドを使用できる   
のは、管理コンテキストのみです。core: ファイル システム内の使用可能な  
コア ダンプ ファイルを表示するには、dir core: コマンドを使用します。copy    
core: コマンドを使用して、ファイル名全体（0x401_vsh_log.25256.tar.gz な  
ど）をコピーします。

 • disk0:[path/]filename — フラッシュ メモリの disk0: ファイル システム内の      
ファイルを指定します（パケット キャプチャ バッファ ファイル、.tar フォー    
マットの ACE ライセンス、システム メッセージ ログなど）。disk0: ファイル     
システム内の使用可能なファイルを表示するには、dir disk0: コマンドを使  
用します。

 • running-config — ACE の揮発性メモリに格納されている実行コンフィギュ   
レーション ファイルを指定します。

 • startup-config — ACE のフラッシュ メモリに現在格納されているスタート    
アップ コンフィギュレーション ファイルを指定します。

 • ftp://server/path[/filename] — FTP ネットワーク サーバ、およびオプションと    
して名前変更後のファイルを指定します。

 • sftp://[username@]server/path[/filename] — SFTP ネットワーク サーバ、および    
オプションとして名前変更後のファイルを指定します。

 • tftp://server[:port]/path[/filename] — TFTP ネットワーク サーバ、およびオプ    
ションとして名前変更後のファイルを指定します。

ftp:、sftp:、または tftp: を使用して、コピー先ファイル システムを選択した場   
合、ACE は次のタスクを実行します。

 • コピー先ファイル システムでユーザ認証が必要な場合は、ユーザ名および 
パスワードが要求されます。

 • コマンドでサーバ情報を指定しなかった場合は、サーバ情報が要求されま

す。

 • パス情報を指定しなかった場合は、コピー先ファイル システムのルート 
ディレクトリにファイルがコピーされます。
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実行コンフィギュレーション ファイルをリモート FTP サーバに保存する例を示   
します。

host1/Admin# copy running-config 
ftp://192.168.215.124/running-config_Adminctx
Enter username[]? user1
Enter the file transfer mode[bin/ascii]: [bin]
Password: password1
Passive mode on.
Hash mark printing on (1024 bytes/hash mark).
####

（注） コンパイルされたファイル（実行可能ファイル）の転送には、bin（バイナリ）
ファイル転送モードが使用されます。コンフィギュレーション ファイルなどの 
テキスト ファイルの転送には、ascii ファイル転送モードが使用されます。ファ  
イルをリモート FTP サーバにコピーする場合は、デフォルトの bin を選択して    
おくと、あらゆる場合に対応できます。

コア ダンプ ファイルをリモート FTP サーバに保存する例を示します。

host1/Admin# copy core:0x401_vsh_log.8249.tar.gz ftp://192.168.1.2 

リモート サーバからのファイルのコピー

FTP、SFTP、または TFTP を使用して、リモート サーバから ACE 上にファイル     
をコピーするには、EXEC モードで copy コマンドを使用します。

このコマンドの構文は、次のとおりです。

copy {ftp://server/path[/filename] | sftp://[username@]server/path[/filename] | 
tftp://server[:port]/path[/filename]} {disk0:[path/]filename | 
image:image_name | running-config | startup-config} 

キーワード、引数、およびオプションは次のとおりです。

 • ftp://server/path[/filename] — FTP ネットワーク サーバ、およびオプションと    
してファイル名を指定します。

 • sftp://[username@]server/path[/filename] — SFTP ネットワーク サーバ、および    
オプションとしてファイル名を指定します。
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 • tftp://server[:port]/path[/filename] — TFTP ネットワーク サーバ、およびオプ    
ションとしてファイル名を指定します。

 • disk0:[path/]filename — フラッシュ メモリの disk0: ファイル システム内の      
ファイル コピー先を指定します。オプションのパスを指定しない場合、ファ 
イルは disk0: ファイル システムのルート ディレクトリにコピーされます。

 • image:image_name — システムのソフトウェア イメージをフラッシュ メモ    
リにコピーするように指定します。boot system コマンド（第 1 章「ACE の     
設定」を参照）を使用して、BOOT 環境変数を指定します。BOOT 環境変数  
は、起動時に ACE の起動元となる各種デバイス上のイメージ ファイルのリ   
ストを指定します。

 • running-config — ACE の RAM（揮発性メモリ）に現在格納されている実行    
コンフィギュレーション ファイルの置き換えを指定します。

 • startup-config — ACE のフラッシュ メモリ（不揮発性メモリ）に現在格納さ    
れているスタートアップ コンフィギュレーション ファイルの置き換えを指  
定します。

リモート FTP サーバのスタートアップ コンフィギュレーション ファイルを    
disk0: ファイル システムにコピーする例を示します。
host1/Admin# copy ftp://192.168.1.2/ startup-config
Enter source filename[]? startup_config_Adminctx
File already exists, do you want to overwrite?[y/n]: [y] y
Enter username[]? user1
Enter the file transfer mode[bin/ascii]: [bin]
Password:
Passive mode on.
Hash mark printing on (1024 bytes/hash mark).

（注） コンパイルされたファイル（実行可能ファイル）の転送には、bin（バイナリ）
ファイル転送モードが使用されます。コンフィギュレーション ファイルなどの 
テキスト ファイルの転送には、ascii ファイル転送モードが使用されます。ファ  
イルをリモート FTP サーバにコピーする場合は、デフォルトの bin を選択して    
おくと、あらゆる場合に対応できます。
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ACE ソフトウェア システム イメージのリモート サーバへのコピー

FTP、SFTP、または TFTP を使用して、フラッシュ メモリからリモート サーバ    
に ACE  ソフトウェア システム イメージをコピーするには、EXEC モードで copy       
image: コマンドを使用します。copy image: コマンドを使用できるのは、管理コ   
ンテキストのみです。

（注） フラッシュ メモリで使用可能なソフトウェア システム イメージを表示するに   
は、dir image: コマンドおよび show version コマンドを使用します。

このコマンドの構文は、次のとおりです。

copy image:filename {ftp://server/path[/filename] | 
sftp://[username@]server/path[/filename] | 
tftp://server[:port]/path[/filename]} 

キーワード、引数、およびオプションは次のとおりです。

 • filename — ACE システム ソフトウェア イメージの名前

 • ftp://server/path[/filename] — FTP ネットワーク サーバ、およびオプションと    
して名前変更後のソフトウェア システム イメージを指定します。

 • sftp://[username@]server/path[/filename] — SFTP ネットワーク サーバ、および    
オプションとして名前変更後のソフトウェア システム イメージを指定しま  
す。

 • tftp://server[:port]/path[/filename] — TFTP ネットワーク サーバ、およびオプ    
ションとして名前変更後のソフトウェア システム イメージを指定します。

ftp:、sftp:、または tftp: を使用して、コピー先ファイル システムを選択した場   
合、ACE は次のタスクを実行します。

 • コピー先ファイル システムでユーザ認証が必要な場合は、ユーザ名および 
パスワードが要求されます。

 • コマンドでサーバ情報を指定しなかった場合は、サーバ情報が要求されま

す。

 • パス情報を指定しなかった場合は、コピー先ファイル システムのルート 
ディレクトリにファイルがコピーされます。
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ソフトウェア システム イメージをリモート FTP サーバに保存する例を示しま    
す。

host1/Admin# copy image:sb-ace.NOV_11 ftp://192.168.1.2 

disk0: ファイル システムのファイルの圧縮解除
disk0: ファイル システム内の LZ77 符号化ファイル（zip 圧縮されたプローブ ス      
クリプト ファイルなど）を圧縮解除（解凍）するには、EXEC モードで gunzip   
コマンドを使用します。このコマンドは、大きなファイルを圧縮解除する場合に

便利です。gunzip コマンドを使用してファイルを圧縮解除する場合は、ファイ 
ル名の末尾に .gz 拡張子を付ける必要があります。.gz 拡張子は、ファイルが gzip    
（NU zip）圧縮ユーティリティで圧縮されていることを示します。

このコマンドの構文は、次のとおりです。

gunzip disk0:filename

filename 引数は、disk0: ファイル システムの圧縮ファイルの名前を識別します。   
ファイル名の末尾には、.gz 拡張子を付ける必要があります。disk0: で使用可能  
な zip 圧縮ファイルを一覧表示するには、dir コマンドを使用します。

disk0: ファイル システム内の圧縮された一連のプローブ スクリプト ファイルを    
解凍する例を示します。

host1/Admin# gunzip disk0:PROBE_SCRIPTS.gz 

disk0: ファイル システムのファイルの展開
.tar ファイルには関連ファイルがまとめて保持されているため、複数のファイル 
を容易に転送できます。.tar ファイルは、通常は圧縮されていない個々のファイ 
ルを、UNIX TAR プログラムを使用して 1 つのファイルにまとめたものです。作    
成されたファイルは tarball と呼ばれ、zip ファイルと似ていますが、圧縮されて   
いません。.tar ファイル内のファイルを使用するには、事前にファイルの抽出を 
行う必要があります。

disk0: ファイル システム内の .tar 拡張子の付いた単一ファイルを展開するには、    
EXEC モードで untar コマンドを使用します。このコマンドを使用して、サンプ   
ル スクリプト ファイルを展開します。ライセンスが破損または消失した場合も、  
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このコマンドを使用して、バックアップ ライセンスを解凍することができます。 
untar コマンドを使用するには、ファイル名の末尾に .tar 拡張子が付いている必   
要があります。

（注） copy licenses disk0: コマンドを使用すると、ACE にバックアップ .tar ライセンス      
ファイルが作成されます。ライセンスが破損または消失した場合、または ACE 
のライセンスを誤って削除した場合は、ライセンスを展開して、再インストー

ルすることができます。「ライセンスのコピー」を参照してください。

このコマンドの構文は、次のとおりです。

untar disk0:[path/]filename

filename 引数は、disk0: ファイル システムの .tar ファイルの名前を識別します。     
ファイル名の末尾には、.tar 拡張子を付ける必要があります。.tar ファイルが disk0:   
ファイル システムの別のディレクトリ上にある場合は、このファイルのパスを 
指定することもできます。

disk0: ファイル システム内の mylicense.tar ファイル内の一連のライセンス ファ     
イルを展開する例を示します。

host1/Admin# untar disk0:mylicenses.tar

ディレクトリの新規作成

フラッシュ メモリの disk0: ファイル システムにディレクトリを作成するには、    
EXEC モードで mkdir disk0: コマンドを使用します。このコマンドの構文は、次    
のとおりです。

mkdir disk0:[path/]directory

directory 引数は、disk0: に作成するディレクトリの名前を表します。同じ名前の  
ディレクトリがすでに存在する場合、新しいディレクトリは作成されず、

「Directory already exists」メッセージが表示されます。
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disk0: ファイル システム内にディレクトリ TEST_DIRECTORY を作成する例を    
示します。

host1/Admin# mkdir disk0:TEST_DIRECTORY

既存ディレクトリの削除

フラッシュ メモリの disk0: ファイル システムから既存ディレクトリを削除する    
には、EXEC モードで rmdir disk0: コマンドを使用します。ディレクトリは、削    
除する前に空にする必要があります。

（注） ACE ファイル システムからファイルを削除するには、delete コマンドを使用し   
ます（「ファイルの削除」を参照）。

このコマンドの構文は、次のとおりです。

rmdir disk0:[path/]directory

directory 引数は、disk0: ファイル システムから削除するディレクトリの名前を表   
します。ディレクトリは、削除する前に空にする必要があります。disk0: ファイ 
ル システムのディレクトリのパスを指定することもできます。

disk0: ファイル システムからディレクトリ TEST_DIRECTORY を削除する例を    
示します。

host1/Admin# rmdir disk0:TEST_DIRECTORY

ファイルの移動

disk0: ファイル システムのディレクトリ間でファイルを移動するには、EXEC  
モードで move コマンドを使用します。コピー先ディレクトリに同じ名前のファ  
イルがすでに存在する場合、このファイルは移動したファイルにより上書きされ

ます。
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（注） disk0: ファイル システム内の使用可能なファイルを表示するには、dir disk0: コ    
マンドを使用します。

このコマンドの構文は、次のとおりです。

move disk0:[source_directory/]filename disk0:[destination_directory/]filename 

キーワードおよび引数は次のとおりです。

 • source_directory — （任意）disk0: ファイル システムのコピー元ディレクト    
リの名前

 • destination_directory — （任意）disk0: ファイル システムのコピー先ディレク    
トリの名前

 • filename — disk0: ファイル システム内の移動対象ファイルの名前

ファイル SAMPLEFILE を disk0: ファイル システムの MYSTORAGE ディレクト       
リに移動する例を示します。

host1/Admin# move disk0:SAMPLEFILE disk0:MYSTORAGE/SAMPLEFILE

ファイルの削除

ACE の特定のファイル システムからファイルを削除するには、EXEC モードで   
delete コマンドを使用します。ファイルを削除すると、指定したファイル システ  
ムから該当ファイルが消去されます。

（注） ACE ファイル システムからディレクトリを削除するには、rmdir コマンドを使   
用します（「既存ディレクトリの削除」 を参照）。

このコマンドの構文は、次のとおりです。

delete {core:filename | disk0:[directory/]filename | image:filename | 
volatile:filename}
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キーワードおよび引数は次のとおりです。

 • core:filename — core: ファイル システムから指定ファイルを削除します（「コ    
ア ダンプの表示およびコピー」を参照）。delete cores: コマンドを使用でき   
るのは、管理コンテキストのみです。

 • disk0:[directory/]filename — disk0: ファイル システムから指定ファイルを削    
除します（パケット キャプチャ バッファ ファイルやシステム メッセージ ロ     
グなど）。disk0: ファイル システムのディレクトリにあるファイルのパスを  
指定することもできます。

 • image:filename — image: ファイル システムから指定ファイルを削除します。    
delete image: コマンドを使用できるのは、管理コンテキストのみです。

 • volatile:filename — volatile: ファイル システムから指定ファイルを削除しま    
す。

disk0: ファイル システムの MYSTORAGE ディレクトリから実行コンフィギュ    
レーション ファイル MY_RUNNING-CONFIG1 のコピーを削除する例を示しま   
す。

host1/Admin# delete disk0:MYSTORAGE/MY_RUNNING-CONFIG1

ファイル内容の表示

フラッシュ メモリまたは不揮発性メモリのディレクトリにある指定ファイルの 
内容を表示するには、show file コマンドを使用します。このコマンドの構文は、  
次のとおりです。

show file {disk0: [path/]filename | volatile: filename} [cksum | md5sum] 

キーワード、引数、およびオプションは次のとおりです。

 • disk0: [path/]filename — フラッシュ メモリの disk0: ファイル システム内の       
ファイルの名前を指定します（パケット キャプチャ バッファ ファイルやシ   
ステム メッセージ ログなど）。disk0: ファイル システムのディレクトリにあ    
るファイルのパスを指定することもできます。

 • volatile: filename — ACE の揮発性メモリ ファイル システムにあるファイル      
名を指定します。
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 • cksum — （任意）ファイルの Cyclic Redundancy Check（CRC; 巡回冗長検査）      
チェックサムを表示します。チェックサム値を使用して、指定ファイルごと

に CRC が計算されます。このコマンドは、ファイルが破損していないか確  
認する場合に使用します。受信したファイルのチェックサム出力と、元の

ファイルのチェックサム出力を比較します。

 • md5sum — （任意）ファイルの MD5 チェックサムを表示します。MD5 は     
ファイルの電子フィンガープリントです。MD5 は RFC 1321 で規定されたイ    
ンターネット標準の最新実装です。データ セキュリティおよびデータ整合 
性の確保に役立ちます。

現在のディレクトリにあるファイルの内容を表示する例を示します。

host1/Admin# show file disk0:myfile md5sum
3d8e05790155150734eb8639ce98a331

show コマンド出力のファイルへの保存
コマンドに > filename を追加すると、すべての show コマンドの画面出力を強制     
的にファイル出力できます。たとえば EXEC モードの CLI プロンプトに show     
interface > filename を入力すると、インターフェイス コンフィギュレーション コ     
マンドの出力を、同じディレクトリ レベルに作成されたファイルにリダイレク 
トできます。

show コマンド出力をリダイレクトする構文は、次のとおりです。

show keyword [| {begin pattern | count | end | exclude pattern | include pattern | last 
| more}] [> {filename | {disk0:| volatile}:[path/][filename] | 
{ftp://server/path[/filename] | sftp://[username@]server/path[/filename] | 
tftp://server[:port]/path[/filename]} 

引数、キーワード、およびオプションは次のとおりです。

 • | — （任意）コマンド出力をフィルタリングする出力修飾子をイネーブルに  
します。

 • begin pattern — 指定したパターンと一致する行から開始します。

 • count — 出力行数をカウントします。

 • end pattern指定したパターンと一致する行で終了します。

 • exclude pattern指定したパターンと一致する行を除外します。

 • include pattern指定したパターンと一致する行を含めます。
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 • last — 出力の最後の数行を表示します。

 • more — ウィンドウ ページを一度に 1 ページずつ表示します。

 • > — （任意）コマンド出力をファイルにリダイレクトする出力修飾子をイ  
ネーブルにします。

 • filename — ACE が出力を保存する、volatile: ファイル システムのファイル名。

 • disk0: — 宛先を ACE フラッシュ メモリの disk0: ファイル システムに指定し        
ます。

 • volatile: — 宛先を ACE の volatile: ファイル システムに指定します。.

 • [path/][filename] — （任意）disk0: または volatile: ファイル システムのパスお      
よびファイル名。

 • ftp://server/path[/filename] — FTP ネットワーク サーバ、およびオプションと    
してファイル名を指定します。

 • sftp://[username@]server/path[/filename] — SFTP ネットワーク サーバ、および    
オプションとしてファイル名を指定します。

 • tftp://server[:port]/path[/filename] — TFTP ネットワーク サーバ、およびオプ    
ションとしてファイル名を指定します。
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コア ダンプの表示およびコピー
ACE に重大エラーが発生すると、コア ダンプが発生します。スイッチオーバー  
またはリブートが発生する前に、ACE は重大エラーに関する情報をフラッシュ 
メモリ内の core: ファイル システムに書き込みます。重大エラーの発生中に生成   
されたすべてのコア ファイルは、core: ファイル システムに格納されます。ACE   
がリブートして 3 分後に、直前に保存されたコア ファイルが core: ファイル シス      
テムから元の RAM 上に復元されます。この復元はバックグラウンド プロセスで   
す。ユーザには表示されません。

core: ファイル システム内のコア ファイルのリストを表示するには、EXEC モー    
ドで dir core: コマンドを使用します。

core: ファイル システムを使用できるのは、管理コンテキストのみです。

（注） コア ダンプ情報は、Cisco Technical Assistance Center（TAC）のみが使用します。    
ACE が応答不能になった場合は、show cores コマンドを使用して、コアのダン   
プ情報を表示できます。コア ダンプ情報の詳細については、TAC に問い合わせ  
ることを推奨します。

直前に復元されたコア ファイルのタイムスタンプは、直前のコアが実際にダン 
プされた時刻でなく、ACE のブート時刻を表します。直前のコア ダンプの正確  
な時刻を知るには、同じ Process Identifier（PID）を持つ対応ログ ファイルを調   
べます。

ここで説明する内容は、次のとおりです。

 • コア ダンプのコピー

 • コア ディレクトリの消去

 • コア ダンプ ファイルの削除
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コア ダンプのコピー
ACE のコア ダンプを disk0: ファイル システムまたはリモート サーバに保存する      
ことができます。コアをリモート サーバに保存するには、EXEC モードで copy   
core: コマンドを使用します。ACE は、指定された PID に基づいて単一ファイル    
をコピーします。copy core: コマンドを使用できるのは、管理コンテキストのみ  
です。

使用可能なコア ファイルを一覧表示するには、dir core: コマンドを使用します。   
ファイル名全体（0x401_vsh_log.25256.tar.gz など）を copy core: コマンドにコピー    
します。

copy core: EXEC モード コマンドの構文は、次のとおりです。

copy core:filename {disk0:[path/][filename] | ftp://server/path[/filename] | 
sftp://[username@]server/path[/filename] | 
tftp://server[:port]/path[/filename]}

キーワード、引数、およびオプションは次のとおりです。

 • filename — ACE のフラッシュ メモリにあるコア ダンプ。core: ファイル シス       
テム内の使用可能なコア ダンプ ファイルを表示するには、dir core: コマン    
ドを使用します。

 • disk0:[path/][filename] — disk0: ファイル システムのコア ダンプのファイル     
の場所、およびコアのファイル名を指定します。

 • ftp://server/path[/filename] — FTP ネットワーク サーバ、およびオプションと    
して名前変更後のコア ダンプを指定します。

 • sftp://[username@]server/path[/filename] — SFTP ネットワーク サーバ、および    
オプションとして名前変更後のコア ダンプを指定します。

 • tftp://server[:port]/path[/filename] — TFTP ネットワーク サーバ、およびオプ    
ションとして名前変更後のコア ダンプを指定します。

ftp:、sftp:、または tftp: を使用してコピー先ファイル システムを選択した場合、   
ACE は次のタスクを実行します。

 • コピー先ファイル システムでユーザ認証が必要な場合は、ユーザ名および 
パスワードが要求されます。

 • コマンドでサーバ情報を指定しなかった場合は、サーバ情報が要求されま

す。
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 • パス情報を指定しなかった場合は、コピー先ファイル システムのルート 
ディレクトリにファイルがコピーされます。

コア ファイルを ACE からリモート FTP サーバにコピーする例を示します。
host1/Admin# copy core:0x401_vsh_log.8249.tar.gz ftp://192.168.1.2 
Enter the destination filename[]? [0x401_vsh_log.8249.tar.gz]
Enter username[]? user1
Enter the file transfer mode[bin/ascii]: [bin]
Password:
Passive mode on.
Hash mark printing on (1024 bytes/hash mark).

（注） コンパイルされたファイル（実行可能ファイル）の転送には、bin（バイナリ）
ファイル転送モードが使用されます。コンフィギュレーション ファイルなどの 
テキスト ファイルの転送には、ascii ファイル転送モードが使用されます。ファ  
イルをリモート FTP サーバにコピーする場合は、デフォルトの bin を選択して    
おくと、あらゆる場合に対応できます。

コア ディレクトリの消去
core: ファイル システムに格納されているすべてのコア ダンプを消去するには、   
管理コンテキストの EXEC モードで clear cores コマンドを使用します。このコ     
マンドの構文は、次のとおりです。

clear cores

core: ファイル システムに格納されたすべてのコア ダンプを消去する例を示しま   
す。

host1/Admin# clear cores

コア ダンプ ファイルの削除
フラッシュ メモリ内の core: ファイル システムからコア ダンプ ファイルを削除      
するには、管理コンテキストの EXEC モードで delete core: コマンドを使用しま     
す。フラッシュ メモリ内の使用可能なコア ダンプ ファイルを表示するには、dir   
core: コマンドを使用します。
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このコマンドの構文は、次のとおりです。

delete core:filename

filename 引数は、core: ファイル システム内のコア ダンプ ファイルの名前を指定     
します。

core: ファイル システムから ファイル 0x401_VSH_LOG.25256.TAR.GZ を削除す     
る例を示します。

host1/Admin# delete core:0x401_VSH_LOG.25256.TAR.GZ
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パケット情報のキャプチャおよびコピー
ACE の接続に関するトラブルシューティングや不審な動作を監視する場合は、 
パケットのキャプチャが有効です。ACE は、ACE を経由するネットワーク トラ   
フィックのパケット情報を追跡できます。パケットの属性は、ACL で定義され 
ます。キャプチャされたパケットはバッファに格納されます。バッファの内容

は、ACE のフラッシュ メモリ内のファイルまたはリモート サーバにコピーでき   
ます。キャプチャされたパケット情報をコンソールまたは端末に表示することも

できます。

ここで説明する内容は、次のとおりです。

 • パケット情報のキャプチャ

 • キャプチャ バッファ情報のコピー

 • パケット キャプチャ情報の表示

パケット情報のキャプチャ

ACE のパケット キャプチャ機能をイネーブルにしてパケットのスニッフィング  
やネットワーク障害の切り分けを行うには、EXEC モードで capture コマンドを   
使用します。すべての入力インターフェイスから送信されたパケットをキャプ

チャするのか、または各 VLAN インターフェイスから送信されたパケットを  
キャプチャするのかを指定します。ACE でパケットが受信されると、パケット 
キャプチャ機能によりコンソールに出力がストリーミングされます。

（注） パケット キャプチャ機能を使用すると、ACE の入力インターフェイスでキャプ  
チャされるパケットを、ACL で制御できます。ACL で選択したトラフィック量  
が、適切なパケット キャプチャ処理の容量を超えている場合は、ACE の負荷が  
大きくなり、パフォーマンスが低下することがあります。ネットワークにハイ

パフォーマンスが必要な場合は、パケット キャプチャ機能を使用しないことを 
推奨します。
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パケット キャプチャ機能は、コンテキスト単位で機能します。ACE がトレース  
するのは、capture EXEC モード コマンドの実行元である現在のコンテキストに   
属するパケットのみです。パケットとともに送信されるコンテキスト IDを使用 
すると、特定のコンテキストに属するパケットを区別することができます。特定

のコンテキストのパケットをトレースするには、changeto EXEC モード コマン   
ドを使用して指定したコンテキストを開始し、capture コマンドを使用します。

（注） ジャンボ パケットのパケット キャプチャをイネーブルにした場合は、先頭の  
1,860 バイトのデータのみがキャプチャされます。

パケット キャプチャは、ファイルに自動的に保存されません。キャプチャ バッ  
ファ情報をフラッシュ メモリ内のファイルに、またはリモート サーバにコピー  
するには、copy capture コマンドを使用します（「キャプチャ バッファ情報のコ   
ピー」を参照）。

このコマンドの構文は、次のとおりです。

capture buffer_name {{all | {interface vlan number}} access-list name [bufsize 
buf_size [circular-buffer]]} | remove | start | stop

キーワード、引数、およびオプションは次のとおりです。

 • buffer_name — パケット キャプチャ バッファの名前。buffer_name 引数は、パ     
ケット キャプチャと名前を関連付けます。1 ～ 80 文字の英数字からなるテ    
キスト文字列を指定します。

 • all — すべての入力インターフェイスのキャプチャ パケットを指定します。

 • interface — パケットのキャプチャ元インターフェイスを指定します。

（注） パケット キャプチャ機能で使用中のインターフェイスを削除する 

と、キャプチャは自動的に停止します。show capture status コマンド   
を使用してパケット キャプチャのステータスを調べると、インター 
フェイスを削除したためにキャプチャが停止したことがわかりま

す。この時点で、古いキャプチャの保存など、キャプチャに関する

すべての処理（キャプチャ開始を除く）を実行できます。キャプチャ

を再開するには、古いキャプチャを削除し、新しいキャプチャを設

定する必要があります。
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 • vlan number — 指定された入力インターフェイスに関連付けられた VLAN ID     
を指定します。

 • access-list name — 特定のアクセス リスト ID に基づいて、パケットを選択し      
ます。パケットをキャプチャ バッファに格納するには、パケットはアクセ 
ス リスト フィルタを通過する必要があります。作成済みアクセス リストの   
ID を指定します。最大 64 文字の英数字からなるテキスト文字列を、引用符   
なしで入力します。

（注） アクセス リストは入力インターフェイスを対象にしていることを確認 
します。出力インターフェイスにパケット キャプチャを設定した場合 
は、どのパケットも一致しなくなります。

 • bufsize buf_size — （任意）パケット キャプチャを格納するバッファ サイズ     
を KB（キロバイト）単位で指定します。有効範囲は 1 ～ 5000 KB です。デ      
フォルトは 64 KB です。

 • circular-buffer — （任意）バッファが一杯になった場合に、パケット キャプ   
チャ バッファ自身を最初から上書きできるようにします。

 • remove — パケット キャプチャ設定を削除します。

 • start — ACE がパケットを受信したらパケット キャプチャ機能を開始して、    
セッション コンソールにメッセージを表示します。CLI プロンプトが再表示  
され、ACE パケットのキャプチャを行っている間にも別のコマンドを入力 
できます。キャプチャを停止するには、 stop を入力します。循環バッファ機  
能がイネーブルでない場合にバッファが一杯になると、パケット キャプチャ 
機能は自動的に停止します。

 • stop — 短時間の遅延後、パケット キャプチャを停止します。

（注） トラフィックの量が大きい場合、stop キーワードを入力すると、最 
大 64 個のパケットがコンソールに出力されます。これらの追加メッ  
セージが表示されるのは、stop キーワードを入力する前にパケット 
が転送中であったか、またはバッファに格納されていた場合です。
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パケット キャプチャ機能で使用中のインターフェイスを削除すると、キャプ 
チャは自動的に停止します。show capture buffer_name status コマンドを使用し    
て、パケット キャプチャのステータスを調べると（「パケット キャプチャ情報の  
表示」を参照）、インターフェイスを削除したためにキャプチャが停止したこと

がわかります。この時点で、古いキャプチャの保存など、キャプチャに関するす

べての処理（キャプチャ開始を除く）を実行できます。キャプチャを再開するに

は、古いキャプチャを削除し、新しいキャプチャを設定する必要があります。

ACE は、ACL または ACL エントリの削除を同様な方法で行います。

すべてのインターフェイスをキャプチャしている状態でインターフェイスを追

加した場合は、元のすべてのインターフェイスを使用してキャプチャが継続され

ます。既存 ACL のキャプチャ実行中に ACL エントリを追加した場合は、元の    
ACL 基準に従い、通常どおりにキャプチャは継続します。

インターフェイスまたは ACL の削除により ACE がパケット キャプチャを停止     
した場合は、show capture buffer_name status コマンドを入力して次の追加情報を    
表示します。

Capture forced to stop due to change in [interface | access-list] 
config.
To restart the capture, remove and add the capture again.

インターフェイス VLAN でパケット キャプチャをイネーブルにするには、次の   
ように入力します。

host1/Admin# access-list acl1 line 10 extended permit ip any any
host1/Admin# capture capture1 interface vlan50 access-list acl1
host1/Admin# capture capture1 start

パケット キャプチャを停止するには、次のように入力します。

host1/Admin# capture capture1 stop
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キャプチャ バッファ情報のコピー
既存のパケット キャプチャ バッファを disk0: ファイル システムにコピーするに     
は、EXEC モードで copy capture コマンドを使用します。

このコマンドの構文は、次のとおりです。

copy capture capture_name disk0:[path/]destination_name

キーワード、引数、およびオプションは次のとおりです。

 • capture_name — フラッシュ メモリのパケット キャプチャ バッファの名前。     
1 ～ 80 文字の英数字からなるテキスト文字列を指定します。必要に応じて、   
show capture コマンドを使用して、フラッシュ メモリ内の使用可能なファイ   
ルを表示します。表示されるリストには、既存のパケット キャプチャ バッ  
ファの名前が含まれています。

 • disk0: — パケット キャプチャ バッファを disk0: ファイル システムにコピー       
するように指定します。

 • [path/]destination_name — パケット キャプチャ バッファのコピー先のパス    
（任意）および名前。1 ～ 80 文字の英数字からなるテキスト文字列を指定し   
ます。オプションのパスを指定しない場合、ファイルは disk0: ファイル シス   
テムのルート ディレクトリにコピーされます。

パケット キャプチャ バッファを MYCAPTURE1 という名前のファイルで disk0:     
ファイル システムにコピーする例を示します。

host1/Admin# copy capture packet_capture_Jan_17_06 disk0:MYCAPTURE1

キャプチャ パケット バッファを消去するには、EXEC モードで clear capture コ      
マンドを使用します。このコマンドの構文は、次のとおりです。

clear capture buffer_name 

buffer_name 引数は、消去する既存のパケット キャプチャ バッファの名前を指定   
します。

キャプチャ バッファ packet_capture_Jan_17_06 のキャプチャ バッファを消去す    
る例を示します。

host1/Admin# clear capture packet_capture_Jan_17_06
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パケット キャプチャ情報の表示
キャプチャ パケット情報をコンソールまたは端末に表示するには、EXEC モード  
で show capture コマンドを使用します。このコマンドの構文は、次のとおりです。

show capture buffer_name [detail [connid connection_id | range packet_start 
packet_end] | status] 

キーワード、引数、およびオプションは次のとおりです。

 • buffer_name — パケット キャプチャ バッファの名前。1 ～ 80 文字の英数字       
からなるテキスト文字列を指定します。

 • detail — （任意）各パケットの追加プロトコル情報を表示します。

 • connid connection_id — （任意）指定された接続 ID のプロトコル情報を表示     
します。

 • range packet_start packet_end — （任意）キャプチャしたパケット範囲内のプ    
ロトコル情報を表示します。

 • status — （任意）各パケットのキャプチャ ステータス情報を表示します。

すべてのタイプの受信パケットは、tcpdump フォーマットでコンソールに表示さ 
れます。

パケット キャプチャ バッファ CAPTURE1 のキャプチャ パケット情報を表示す     
る例を示します。

host1/Admin# show capture CAPTURE1
0001: msg_type: ACE_HIT ace_id: 41 action_flag: 11 
0002: msg_type: CON_SETUP con_id: 1090519041 out_con_id: 16777218
0003: msg_type: PKT_RCV con_id: 16777218 other_con_id: 0 
0004: msg_type: PKT_RCV con_id: 1090519041 other_con_id: 0 
0005: msg_type: PKT_RCV con_id: 16777218 other_con_id: 0 
0006: msg_type: PKT_RCV con_id: 16777218 other_con_id: 0 
0007: msg_type: PKT_RCV con_id: 16777218 other_con_id: 0 
0008: msg_type: PKT_RCV con_id: 1090519041 other_con_id: 0 
0009: msg_type: PKT_RCV con_id: 1090519041 other_con_id: 0 
0010: msg_type: PKT_RCV con_id: 16777218 other_con_id: 0 
0011: msg_type: PKT_RCV con_id: 16777218 other_con_id: 0 
0012: msg_type: PKT_RCV con_id: 1090519041 other_con_id: 0 
0013: msg_type: PKT_RCV con_id: 16777218 other_con_id: 0 
0014: msg_type: PKT_RCV con_id: 16777218 other_con_id: 0 
0015: msg_type: PKT_RCV con_id: 1090519041 other_con_id: 0 



4-41
Cisco Application Control Engine モジュール アドミニストレーション ガイド      

OL-11865-01-J

第 4章      ACE ソフトウェアの管理
パケット情報のキャプチャおよびコピー

パケット キャプチャ ステータス情報を表示する例を示します。

host1/Admin# show capture capture1 status
Capture session : cap1 
Buffer size     : 64 K
Circular        : no 
Buffer usage    : 19.00%
Status          : stopped

キャプチャしたパケット範囲内のプロトコル情報を表示する例を示します。

host1/Admin# show capture capture1 detail range 2-3
0002: msg_type: CON_SETUP 
con_id: 1090519041       out_con_id: 16777218
src_addr: 10.7.107.11      src_port: 30212 
dst_addr: 10.7.107.15      dst_port: 23 
l3_protocol: 0          l4_protocol: 0 
message_hex_dump: 
0x0000: 0000 0101 4100 0001 0100 0002 0000 0000  ....A...........
0x0010: 0a07 6b0b 0a07 6b0f 0619 0001 7604 0017  ..k...k.....v...
0x0020: 0000 0000 0002 0000 05b4 0000 0100 0002  ................
0x0030: 0000 0000 0010 0481 0208 0000 0000 0000  ................
0x0040: 0000 0000 1020 0010 0000 0000 19b2 fb3c  ...............<
0x0050: 000c 40ae 0000 0029 0000 0000 000c 40ae  ..@....)......@.
0x0060: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
0x0070: 0a07 6b0f 0a07 6b0b 0610 0001 0017 7604  ..k...k.......v.
0x0080: 0000 0000 0002 0000 05b4 0004 4100 0001  ............A...
0x0090: 0000 0000 0010 0480 0208 0000 0000 0000  ................
0x00a0: 0000 0000 1020 0010 0000 0000 19b2 fb3c  ...............<
0x00b0: 000c 40ae 0000 0029 0000 0000 000c 40ae  ..@....)......@.
0x00c0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000            ............

0003: msg_type: PKT_RCV 
con_id: 16777218                other_con_id: 0 
message_hex_dump: 
0x0000: 8900 004e 0050 8034 0038 000a 0010 0a06  ...N.P.4.8......
0x0010: 0000 0005 9a3b 95d9 0011 5d6a f800 0800  .....;....]j....
0x0020: 45c0 002c b0de 0000 ff06 2005 0a07 6b0b  E..,..........k.
0x0030: 0a07 6b0f 7604 0017 19b2 fb3b 0000 0000  ..k.v......;....
0x0040: 6002 1020 12d5 00                        `......
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キャプチャ パケット情報を tcpdump フォーマットで表示する例を示します。

host1/Admin# show capture capture1 detail
0001: msg_type: ACE_HIT 
ace_id: 41              action_flag: 0xb 
src_addr: 10.7.107.11      src_port: 30212 
dst_addr: 10.7.107.15      dst_port: 23 
l3_protocol: 0          l4_protocol: 6 
message_hex_dump: 
0x0000: 0000 0104 0000 0029 0000 0000 0a07 6b0b  .......)......k.
0x0010: 0a07 6b0f 0609 0001 7604 0017 0000 0000  ..k.....v.......
0x0020: 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0b06 0000  ...........)....
0x0030: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
0x0040: 0000 0000 0000 0001                      ........

0002: msg_type: CON_SETUP 
con_id: 1090519041       out_con_id: 16777218
src_addr: 10.7.107.11      src_port: 30212 
dst_addr: 10.7.107.15      dst_port: 23 
l3_protocol: 0          l4_protocol: 0 
message_hex_dump: 
0x0000: 0000 0101 4100 0001 0100 0002 0000 0000  ....A...........
0x0010: 0a07 6b0b 0a07 6b0f 0619 0001 7604 0017  ..k...k.....v...
0x0020: 0000 0000 0002 0000 05b4 0000 0100 0002  ................
0x0030: 0000 0000 0010 0481 0208 0000 0000 0000  ................
0x0040: 0000 0000 1020 0010 0000 0000 19b2 fb3c  ...............<
0x0050: 000c 40ae 0000 0029 0000 0000 000c 40ae  ..@....)......@.
0x0060: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
0x0070: 0a07 6b0f 0a07 6b0b 0610 0001 0017 7604  ..k...k.......v.
0x0080: 0000 0000 0002 0000 05b4 0004 4100 0001  ............A...
0x0090: 0000 0000 0010 0480 0208 0000 0000 0000  ................
0x00a0: 0000 0000 1020 0010 0000 0000 19b2 fb3c  ...............<
0x00b0: 000c 40ae 0000 0029 0000 0000 000c 40ae  ..@....)......@.
0x00c0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000            ............

0003: msg_type: PKT_RCV 
con_id: 16777218                other_con_id: 0 
message_hex_dump: 
0x0000: 8900 004e 0050 8034 0038 000a 0010 0a06  ...N.P.4.8......
0x0010: 0000 0005 9a3b 95d9 0011 5d6a f800 0800  .....;....]j....
0x0020: 45c0 002c b0de 0000 ff06 2005 0a07 6b0b  E..,..........k.
0x0030: 0a07 6b0f 7604 0017 19b2 fb3b 0000 0000  ..k.v......;....
0x0040: 6002 1020 12d5 00                        `......
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0004: msg_type: PKT_RCV 
con_id: 1090519041              other_con_id: 0 
message_hex_dump: 
0x0000: 0840 004e 0050 8034 0000 000a 0000 0000  .@.N.P.4........
0x0010: 0004 0011 5d6a f800 0005 9a3b 95d9 0800  ....]j.....;....
0x0020: 4500 002c 0000 4000 4006 50a4 0a07 6b0f  E..,..@.@.P...k.
0x0030: 0a07 6b0b 0017 7604 f31b 6f71 19b2 fb3c  ..k...v...oq...<
0x0040: 6012 16d0 a986 00                        `......

0005: msg_type: PKT_RCV 
con_id: 16777218                other_con_id: 0 
message_hex_dump: 
0x0000: 8900 004e 0050 8034 0038 000a 0010 0a06  ...N.P.4.8......
0x0010: 0000 0005 9a3b 95d9 0011 5d6a f800 0800  .....;....]j....
0x0020: 45c0 0028 b0df 0000 ff06 2008 0a07 6b0b  E..(..........k.
0x0030: 0a07 6b0f 7604 0017 19b2 fb3c f31b 6f72  ..k.v......<..or
0x0040: 5010 1020 c7f3 00                        P......

0006: msg_type: PKT_RCV 
con_id: 16777218                other_con_id: 0 
message_hex_dump: 
0x0000: 8900 005a 0050 8034 0038 000a 0010 0a06  ...Z.P.4.8......
0x0010: 0000 0005 9a3b 95d9 0011 5d6a f800 0800  .....;....]j....
0x0020: 45c0 003a b0e0 0000 ff06 1ff5 0a07 6b0b  E..:..........k.
0x0030: 0a07 6b0f 7604 0017 19b2 fb3c f31b 6f72  ..k.v......<..or
0x0040: 5018 1020 9a8a 0000 fffd 03ff fb18 fffb  P...............
0x0050: 17ff fb                                  ...

0007: msg_type: PKT_RCV 
con_id: 16777218                other_con_id: 0 
message_hex_dump: 
0x0000: 8900 004e 0050 8034 0038 000a 0010 0a06  ...N.P.4.8......
0x0010: 0000 0005 9a3b 95d9 0011 5d6a f800 0800  .....;....]j....
0x0020: 45c0 0028 b0e1 0000 ff06 2006 0a07 6b0b  E..(..........k.
0x0030: 0a07 6b0f 7604 0017 19b2 fb4e f31b 6f72  ..k.v......N..or
0x0040: 5010 1020 c7e1 00                        P......

0008: msg_type: PKT_RCV 
con_id: 1090519041              other_con_id: 0 
message_hex_dump: 
0x0000: 0840 004e 0050 8034 0000 000a 0000 0000  .@.N.P.4........
0x0010: 0004 0011 5d6a f800 0005 9a3b 95d9 0800  ....]j.....;....
0x0020: 4500 0028 7b6e 4000 4006 d539 0a07 6b0f  E..({n@.@..9..k.
0x0030: 0a07 6b0b 0017 7604 f31b 6f72 19b2 fb4e  ..k...v...or...N
0x0040: 5010 16d0 c131 00                        P....1.
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（注） インターフェイスまたは ACL が削除されたために ACE がパケット キャプチャ     
を停止した場合は、show capture buffer_name status コマンドの出力に、次の追    
加情報が表示されます。 
 

Capture forced to stop due to change in [interface | access-list] config. 

To restart the capture, remove and add the capture again.



4-45
Cisco Application Control Engine モジュール アドミニストレーション ガイド      

OL-11865-01-J

第 4章      ACE ソフトウェアの管理
コンフィギュレーション チェックポイントおよびロールバック サービスの使用法  

コンフィギュレーション チェックポイントおよびロール 
バック サービスの使用法

ここでは、ACE の実行コンフィギュレーションのチェックポイント（スナップ 
ショット）を作成する方法、およびロールバック サービスを使用し、直近で既 
知の、不変な設定に戻す方法について説明します。ここで説明する内容は、次の

とおりです。

 • 概要

 • コンフィギュレーション チェックポイントの作成

 • コンフィギュレーション チェックポイントの削除

 • 実行コンフィギュレーションのロールバック

 • チェックポイント情報の表示

概要

実行コンフィギュレーションを変更しなければならない場合があります。変更し

たコンフィギュレーションに問題がある場合は、ACE をリブートする必要があ 
ります。既知で不変の実行コンフィギュレーションのチェックポイント（スナッ

プショット）を作成してから、変更を開始すると、実行コンフィギュレーション

の変更に失敗した場合も、ACE をリブートする必要がなくなります。実行コン 
フィギュレーションを変更するときに問題が発生した場合は、コンフィギュレー

ションを以前の不変のコンフィギュレーション チェックポイントにロールバッ 
クできます。

（注） ACE ソフトウェアをアップグレードする前に、実行コンフィギュレーションに 
チェックポイントを作成しておくことを強く推奨します。ACE ソフトウェアの 
アップグレードの詳細については、付録 A「ACE ソフトウェアのアップグレー  
ド」を参照してください。

ACE では、チェックポイント コンフィギュレーションをコンテキスト レベルで   
作成できます。各コンテキストのチェックポイントは、ACE のフラッシュ メモ  
リの非表示ディレクトリに格納されます。追加コマンドを入力して、現在の実行
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コンフィギュレーションを変更したあとに rollback コマンド オプションを入力  
すると、実行コンフィギュレーションはチェックポイントが設定されたコンフィ

ギュレーションに戻ります。

ここで説明する内容は、次のとおりです。

 • コンフィギュレーション チェックポイントの作成

 • コンフィギュレーション チェックポイントの削除

 • 実行コンフィギュレーションのロールバック

コンフィギュレーション チェックポイントの作成
コンフィギュレーション チェックポイントを作成するには、チェックポイント 
を作成するコンテキストの EXEC モードで checkpoint create コマンドを使用し     
ます。ACE は、コンテキストごとに最大 10 個のチェックポイントをサポートし   
ます。

現在の実行コンフィギュレーションが不変であること、およびチェックポイント

の作成対象のコンフィギュレーションであることを確認してください。チェック

ポイントの作成後に取り消したい場合は、作成したチェックポイントを削除でき

ます。「コンフィギュレーション チェックポイントの削除」を参照してください。

このコマンドの構文は、次のとおりです。

checkpoint create name

name 引数は、チェックポイントの一意な ID を指定します。最大 25 文字の英数     
字からなる、スペースを含まないテキスト文字列を入力します。

以下に入力例を示します。

host1/Admin# checkpoint create MYCHECKPOINT
Generating configuration....
Created checkpoint 'MYCHECKPOINT'

チェックポイントがすでに存在する場合は、次のように上書きするように要求さ

れます。

Checkpoint already exists
Do you want to overwrite it? (y/n)  [n] y Generating configuration....
Created checkpoint 'MYCHECKPOINT'
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デフォルトは n です。既存のチェックポイントを上書きしない場合は、Enter  
キーを押します。既存のチェックポイントを上書きするには、y を入力します。

コンフィギュレーション チェックポイントの削除
コンフィギュレーション チェックポイントを削除するには、EXEC モードで  
checkpoint delete コマンドを使用します。このコマンドを使用する前に、チェッ  
クポイントを削除する必要があるかを必ず確認してください。このコマンドを入

力すると、フラッシュ メモリからチェックポイントが削除されます。このコマ 
ンドの構文は、次のとおりです。

checkpoint delete name

name 引数は、チェックポイントの一意な ID を指定します。最大 25 文字の英数     
字からなる、スペースを含まないテキスト文字列を入力します。

以下に入力例を示します。

host1/Admin# checkpoint delete MYCHECKPOINT
Deleted checkpoint 'MYCHECKPOINT'

実行コンフィギュレーションのロールバック

現在の実行コンフィギュレーションを、チェックポイントが設定された現在のコ

ンテキストの実行コンフィギュレーションにロールバックするには、EXEC モー 
ドで checkpoint rollback コマンドを使用します。このコマンドの構文は、次のと   
おりです。

checkpoint rollback name

name 引数は、チェックポイントの一意な ID を指定します。最大 25 文字の英数     
字からなる、スペースを含まないテキスト文字列を入力します。
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以下に入力例を示します。

host1/Admin# checkpoint rollback MYCHECKPOINT
This operation will rollback the system's running configuration to the 
checkpoint's configuration.
Do you wish to proceed? (y/n)  [n] y
Rollback in progress, please wait...
Generating configuration....
Rollback succeeded
switch/Admin#

チェックポイント情報の表示

チェックポイント情報を表示するには、EXEC モードで show checkpoint コマン    
ドを使用します。このコマンドの構文は、次のとおりです。

show checkpoint {all | detail name}

キーワードおよび引数は次のとおりです。

 • all — 既存のすべてのチェックポイントを一覧表示します。

 • detail name — 指定されたチェックポイントの実行コンフィギュレーション   
を表示します。

特定のチェックポイントの実行コンフィギュレーションを表示する例を示しま

す。

host1/Admin# show checkpoint detail MYCHECKPOINT

表 4-1 に、show checkpoint all コマンド出力に含まれるフィールドの説明を示し    
ます。

表 4-1 show checkpoint all コマンドの出力フィールドの説明 

フィールド 説明

Checkpoint チェックポイントの名前

Size チェックポイントのサイズ（バイト）

Date チェックポイントの作成日時
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フラッシュ メモリの再フォーマット

注意 format コマンドを使用した ACE フラッシュ メモリの再フォーマットは、Cisco    
TAC の指導および指示のもとで行うことを推奨します。

ACE では、ベースのファイル システムにファイル アロケーション テーブル    
（FAT16）が使用されます。ファイル システムは、スタートアップ コンフィギュ  
レーション ファイル、SSL 認証 ストレージ、コア ファイル、イメージ ストレー     
ジ、ログ ファイルなど、さまざまなタイプのストレージのストレージ スペース  
を割り当てて、編成する場合に使用します。ACE のフラッシュ メモリを再フォー  
マットするには、format コマンドを使用します。format コマンドを使用すると、  
フラッシュ メモリ上のすべてのデータを消去して、FAT16 バージョンのファイ  
ル アロケーション テーブルで再フォーマットすることができます。ユーザ定義  
のすべての設定情報は消去されます。

フラッシュ メモリを再フォーマットする前に、次に示す ACE 処理ファイルおよ   
びコンフィギュレーション ファイルまたはオブジェクトをリモート サーバにコ  
ピーしておくことを推奨します。

 • ACE ソフトウェア イメージ

 • ACE ライセンス 

 • 各コンテキストのスタートアップ コンフィギュレーション ファイル 

 • 各コンテキストの実行コンフィギュレーション ファイル

 • 各コンテキストのコア ダンプ ファイル 

 • 各コンテキストのパケット キャプチャ バッファ

 • 各コンテキストの SSL 認証およびキー ペア ファイル

copy コマンドを使用して、既存のスタートアップ コンフィギュレーション ファ   
イル、実行コンフィギュレーション ファイル、ライセンス、コア ダンプ ファイ   
ル、またはパケット キャプチャ バッファなどのコンフィギュレーション ファイ   
ルまたはオブジェクトを、リモートの FTP、SFTP、または TFTP サーバに保存す   
る方法については、「ファイルのコピー」を参照してください。
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crypto export コマンドを使用して、SSL 認証およびキー ペア ファイルをリモー     
トの FTP、SFTP、または TFTP サーバにエクスポートする方法については、『Cisco   
Application Control Engine Module SSL Configuration Guide』を参照してください。

このコマンドの構文は、次のとおりです。

format disk0:

フラッシュ メモリ内のすべての情報を消去する例を示します。

host1/Admin# format disk0:
Warning!! This will reboot the system after formatting disk0.
Do you wish to proceed anyway? (y/n)  [n] y 

フラッシュ メモリを再フォーマットしたら、次の操作を行います。

 • copy image: コマンドを使用して、ACE ソフトウェア イメージを再インス    
トールします（付録 A「ACE ソフトウェアのアップグレード」を参照）。

 • license install コマンドを使用して、ACE のライセンスを再インストールしま   
す（第 3 章「ACE ソフトウェア ライセンスの管理」を参照）。

 • copy コマンドを使用し、スタートアップ コンフィギュレーション ファイル   
および実行コンフィギュレーション ファイルを、対応するコンテキストに 
インポートします（「リモート サーバからのコンフィギュレーション ファイ  
ルのロード」 を参照）。

 • crypto import コマンドを使用し、SSL 認証ファイルおよびキー ペア ファイ     
ルを対応するコンテキストにインポートします（『Cisco Application Control  
Engine Module SSL Configuration Guide』を参照）。
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C H A P T E R 5
ACE ハードウェアおよび 
ソフトウェア設定情報の表示

この章では、ACE のハードウェアおよびソフトウェア設定情報を表示する方法 
について説明します。ACE CLI（コマンドライン インターフェイス）では、EXEC  
モードで実行できる各種 show コマンドのセットが用意されています。これらの  
コマンドを使用して、ACE のハードウェアおよびソフトウェア設定情報を収集 
することができます。この章の内容は、次のとおりです。

 • ソフトウェア バージョン情報の表示

 • ソフトウェア著作権情報の表示

 • ハードウェア情報の表示

 • ハードウェア コンポーネントの表示

 • システム プロセスの表示

 • プロセス ステータス情報とメモリ リソース制限の表示

 • システム情報の表示

 • ICMP 統計情報の表示

 • テクニカルサポート情報の表示

現在の実行コンフィギュレーション ファイルとスタートアップ コンフィギュ  
レーション ファイルの内容を表示する方法については、第 4 章「ACE ソフトウェ    
アの管理」を参照してください。
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（注） show buffer、show cde、show fifo、show hyp、show lcp、show netio、show np、       
show scp、show vnet の各コマンドは、内部のシステムレベルのハードウェア情   
報を表示します。これらのコマンドは、訓練を受けたシスコの保守担当者が、

ACE のデバッグおよびトラブルシューティングに使用します。これらの show コ   
マンドの背景説明については、『Cisco Application Control Engine Module Command     
Reference』を参照してください。

ソフトウェア バージョン情報の表示
ACE のフラッシュ メモリ内で実行中のシステム ソフトウェアのバージョンを表   
示するには、show version  コマンドを使用します。show version コマンドは、アッ     
プグレードの前後で、ACE のソフトウェア バージョンを確認するために使用し  
ます。

このコマンドの構文は、次のとおりです。

show version

例えば、show version コマンドの全出力を表示するには、次のように入力します。

host1/Admin# show version
Cisco Application Control Software (ACSW)
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (c) 2002-2006, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
The copyrights to certain works contained herein are owned by
other third parties and are used and distributed under license.
Some parts of this software are covered under the GNU Public
License. A copy of the license is available at
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html.

Software
  loader:    Version 12.2[117]
  system:    Version 3.0(0)A1(1) [build 3.0(0)A1(1) 
_01:26:21-2006/03/13_/auto/a
dbu-rel/ws/REL_3_0_0_A1_1]
  system image file: [LCP] disk0:c6ace-t1k9-mzg.3.0.0_A1_1.bin
  licensed features: no feature license is installed

Hardware
  Cisco ACE (slot: 3)
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  cpu info:
    number of cpu(s): 2
    cpu type: SiByte
    cpu: 0, model: SiByte SB1 V0.2, speed: 700 MHz
    cpu: 1, model: SiByte SB1 V0.2, speed: 700 MHz
  memory info:
    total: 957816 kB, free: 374588 kB
    shared: 0 kB, buffers: 2572 kB, cached 0 kB
  cf info:
    filesystem: /dev/cf
    total: 500040 kB, used: 449976 kB, available: 50064 kB

last boot reason:  reload command by admin
configuration register:  0x1
host kernel uptime is 1 days 10 hours 59 minute(s) 10 second(s)
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ソフトウェア著作権情報の表示
ACE のソフトウェア著作権情報を表示するには、show copyright コマンドを使用   
します。このコマンドの構文は、次のとおりです。

show copyright

次に入力例を示します。

host1/Admin# show copyright
Cisco Application Control Software (ACSW)
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (c) 2002-2006, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
The copyrights to certain works contained herein are owned by
other third parties and are used and distributed under license.
Some parts of this software are covered under the GNU Public
License. A copy of the license is available at
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html.
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ハードウェア情報の表示
ACE のハードウェア コンポーネントの詳細を表示するには、show hardware コ    
マンドを使用します。このコマンドの構文は、次のとおりです。

show hardware

例えば、ACE ハードウェア コンポーネントの詳細を表示するには、次のように  
入力します。

host1/Admin # show hardware

表 5-1 に、show hardware  コマンド出力の各フィールドについて説明します。

表 5-1 show hardware コマンドのフィールドの説明 

フィールド 説明

Product Number ACE の製品番号
Serial Number ACE のシリアル番号
Card Index インデックス値で指定された ACE の場所
Hardware Rev ACE のハードウェア リビジョン
Feature Bits ACE ハードウェアのイネーブルにされた機能ビット
Slot No. ACE が設置されているスイッチまたはルータのシャーシ 

のスロット番号

Type スイッチまたはルータのシャーシに設置されているモ

ジュールのタイプ

Module Mode サポートされているインターネットワーキング速度（Gbps）
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ハードウェア コンポーネントの表示
ACE のシステム ハードウェア コンポーネントを表示するには、show inventory    
コマンドを使用します。このコマンドは、製品 ID、シリアル番号、バージョン 
ID など、ACE の Field Replaceable Unit（FRU; 現場交換可能ユニット）に関する      
情報を表示します。

このコマンドの構文は、次のとおりです。

show inventory [raw]

オプションの raw キーワードを指定すると、ACE の各温度センサーに関する情   
報が表示されます。

例えば、ACE ハードウェア コンポーネントの詳細を表示するには、次のように  
入力します。

host1/Admin # show inventory 

表 5-2 に、show inventory  コマンド出力の各フィールドについて説明します。

表 5-2 show inventory コマンドのフィールドの説明 

フィールド 説明

Name スイッチまたはルータのシャーシ内の ACE に割り当てら  
れた名前

Descr スイッチまたはルータのシャーシに設置されている ACE 
の説明 

（注） オプションの raw キーワードを指定すると、Descr  
フィールドに ACE の各温度センサーに関する情報  
も表示されます。

PID ACE の製品 ID
VID ACE のバージョンの ID
SN ACE のシリアル番号
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表 5-3 に、show inventory raw  コマンド出力の各フィールドについて説明します。

表 5-3 show inventory raw コマンドの各フィールドの説明 

フィールド 説明

Name ACE の温度センサーに割り当てられた名前
Descr 温度センサーの説明

PID 適用されない

VID 適用されない

SN 適用されない
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システム プロセスの表示
ACE で実行中のすべてのプロセスに関する全般的な情報を表示するには、show 
processes コマンドを使用します。show processes コマンドは、SiByte 1250    
Processor のサマリー CPU 情報を表示します。

show processes コマンドは、すべてのコンテキストで Admin ロールを持つユーザ    
だけが使用できます。システム プロセス情報は、コンテキスト別ではなく、CPU 
システム レベル（CPU 使用状況の合計値）で表示されます。

このコマンドの構文は、次のとおりです。

show processes [cpu | log [details | pid process_id] | memory]

キーワード、引数、およびオプションは次のとおりです。

 • cpu — SiByte 1250 Processor、BCM1250 デュアル コア MIPS プロセッサの        
CPU 情報を表示します。

 • log — プロセス ログに関する情報を表示します。

 • details — すべてのプロセス ID のプロセス ログ情報を表示します。

 • pid process_id — 特定のプロセス ID に関する情報を表示します。

 • memory — プロセスに関するメモリ情報を表示します。

例えば、SiByte 1250 Processor のメモリ情報を表示するには、次のように入力し   
ます。

host1/Admin# show processes mem
PID    MemAlloc  StackBase/Ptr      Process
-----  --------  -----------------  ----------------
    1     14592  7fff7f40/7fff77d0  init
    2         0         0/0         keventd
    3         0         0/0         ksoftirqd_CPU0
    4         0         0/0         ksoftirqd_CPU1
    5         0         0/0         kswapd
    6         0         0/0         bdflush
.
.



5-9
Cisco Application Control Engine モジュール アドミニストレーション ガイド      

OL-11865-01-J

第 5章      ACE ハードウェアおよび ソフトウェア設定情報の表示
システム プロセスの表示 

表 5-4 に、show processes  コマンド出力の各フィールドについて説明します。show    
processes コマンドは、SiByte 1250 Processor の CPU サマリー情報を表示します。

表 5-4 show processes コマンドのフィールドの説明 

フィールド 説明

PID プロセス ID
State プロセス状態。プロセスの状態を表す各ステータス コード 

とその意味を以下に要約します。

 • D — 割り込み不可能なスリープ状態（通常は I/O 関連）

 • ER — 実行時エラー

 • NR — 停止状態

 • R — 実行中または（実行キューに登録されており）実  
行可能な状態

 • S — 割り込み可能なスリープ状態（イベントの完了待  
ち） 

 • T — ジョブ制御シグナルによって、またはトレース中  
であるため、停止している状態

 • W — ページング中

 • X — プロセスが停止した状態

 • Z — 終了しているが親によって回収されていない機能  
停止のプロセス（「ゾンビ」）。

PC 現在のプログラム カウンタ（16 進形式）
Start_cnt プロセスが開始された回数

TTY プロセスを制御する端末。「—」 は通常、デーモンが特定の 
端末で実行されていないことを意味します。

Process プロセスの名前



第 5章      ACE ハードウェアおよび ソフトウェア設定情報の表示        
システム プロセスの表示

5-10
Cisco Application Control Engine モジュール アドミニストレーション ガイド

OL-11865-01-J

表 5-5 に、show processes cpu  コマンド出力の各フィールドについて説明します。

表 5-6 に、show processes log コマンド出力の各フィールドについて説明します。

表 5-5 show processes cpu コマンドのフィールドの説明 

フィールド 説明

CPU Utilization ACE の CPU 使用率（パーセント）を、5 秒間隔、1 分間隔、     
または 5 分間隔で、リスト表示します。

PID プロセス ID
Runtime (ms) プロセスが消費した CPU 時間（ミリ秒）
Invoked プロセスが呼び出された回数

uSecs 各プロセス呼び出しの平均 CPU 時間（マイクロ秒）
1 Sec 直前の 1 秒間の CPU 使用率（パーセント）
5 Sec 直前の 5 秒間の CPU 使用率（パーセント）
1 Min 直前の 1 分間の CPU 使用率（パーセント）
5 Min 直前の 5 分間の CPU 使用率（パーセント）
Process プロセスの名前

表 5-6 show processes log コマンドのフィールドの説明 

フィールド 説明

Process プロセスの名前

PID プロセス ID
Normal-exit プロセスが正常終了したかどうかを示すステータス

Stack スタック トレースがログに記録されているかどうかを示 
すステータス

Core コア ファイルが存在するかどうかを示すステータス
Log-create-time ログ ファイルが生成された時刻
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表 5-7 に、show processes log details | pid コマンド出力の各フィールドについて       
説明します。

表 5-7 show processes log | pid details コマンドのフィールドの説明 

フィールド 説明

Service サービスの名前

Description サービスの簡単な説明

Started at プロセス開始時刻

Stopped at プロセス停止時刻

Uptime プロセスの稼働時間

Start type プロセスの再開可能特性（すなわち、ステートレス再開か

ステートフル再開か）を示すシステム マネージャ オプショ  
ン

Death reason システム マネージャがプロセスを強制終了させた理由 
（sysmgr ハートビートに対する応答がないなど）

Exit code プロセスの終了コード 

（注） 通常は、強制終了させられたプロセスのシグナル番
号です。

CWD 現在の作業ディレクトリ

Virtual memory コード、データ ヒープ、プロセスのスタックが配置されて 
いる仮想メモリ アドレス

PID プロセス ID
SAP サービス アクセス ポイント
UUID SiByte 1250 Processor のユニバーサル固有識別情報
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表 5-8 に、show processes memory コマンド出力の各フィールドについて説明し    
ます。

表 5-8 show processes memory コマンドのフィールドの説明 

フィールド 説明

PID プロセス ID
MemAlloc プロセスによって割り当てられたメモリ領域の合計

StackBase/Ptr プロセスのスタック ベースと現在のスタック ポインタ（16  
進形式）

Process プロセスの名前
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プロセス ステータス情報とメモリ リソース制限の表示
詳細なプロセス ステータス情報とメモリ リソース制限を表示するには、EXEC  
モード コマンド show terminal internal info を使用します。

このコマンドの構文は、次のとおりです。

show terminal internal info

次に入力例を示します。

host1/Admin# show terminal internal info

表 5-9 に、show terminal internal info  コマンド出力の各フィールドについて説明      
します。

表 5-9 show terminal internal info コマンドのフィールドの説明 

フィールド 説明

プロセス情報

Name プロセスを開始した実行可能ファイルの名前

State プロセス状態。プロセスの状態を表す各ステータス コード 
とその意味を以下に要約します。

 • D — 割り込み不可能なスリープ状態（通常は I/O 関連）

 • ER — 実行時エラー

 • NR — 停止状態

 • R — 実行中または（実行キューに登録されており）実  
行可能な状態

 • S — 割り込み可能なスリープ状態（イベントの完了待  
ち） 

 • T — ジョブ制御シグナルによって、またはトレース中  
であるため、停止している状態

 • W — ページング中

 • X — プロセスが停止した状態

 • Z — 終了しているが親によって回収されていない機能  
停止のプロセス（「ゾンビ」）
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TGID 端末グループ識別子

PID プロセス ID
PPID 親プロセス ID
TracerPID トレーサ プロセス ID
UID プロセスを開始したユーザの ID（4 要素のリスト）
GID プロセスが属するグループの ID（4 要素のリスト）
FDSize プロセス ファイル記述子のサイズ
Groups グループの総数

VmSize プロセスが使用している仮想メモリ領域の合計（KB）
VmLck ロック済み仮想メモリ領域の合計（KB）
VmRSS プロセスが使用している物理メモリ領域の合計（KB）
VmData 仮想メモリ データ サイズ（KB）
VmStk 仮想メモリ スタック サイズ（KB）
VmExe 実行可能な仮想メモリ領域（KB）
VmLib 仮想メモリ ライブラリ サイズ（KB）
SigPnd シグナルは保留中です

SigBlk シグナルはブロックされました

SigIgn シグナルは無視されました

SigCat シグナルが捕捉されました

CapInh 機能継承特権

CapPrm 機能特権（プロセッサ リソース マネージャ）
CapEff 機能実効特権

メモリ制限

Core file size 作成可能なコア ファイルの最大サイズ（ブロック数）
Data seg size プロセスのデータ セグメントの最大サイズ（KB）
File size シェルによって作成されるファイルの最大サイズ（ブロッ

ク数）

Max locked memory プロセスがメモリ内にロック可能な最大サイズ（KB）

表 5-9 show terminal internal info コマンドのフィールドの説明（続き）

フィールド 説明
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Max memory size プロセス常駐セットの拡張可能な最大サイズ（KB） 

（注） この制約により、プロセスに与えられる物理メモリ
領域が制限されます。

Open files このプロセスでオープン可能なファイルの最大数

Pipe size パイプ バッファ サイズ（バイト）
Stack size プロセスのスタック セグメントの最大サイズ（KB） 
CPU time 各プロセスによって使用される最大 CPU 時間（秒）
Max user processes ユーザ ID が同時に使用可能なプロセスの最大数
Virtual memory プロセスが使用可能な最大仮想メモリ領域（KB）

表 5-9 show terminal internal info コマンドのフィールドの説明（続き）

フィールド 説明
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システム情報の表示
システム情報を表示するには、show system コマンドを使用します。このコマン  
ドの構文は、次のとおりです。

show system {error-id {hex_id | list} | internal | kmem | resources | uptime}

キーワードは次のとおりです。

 • error-id — エラーの説明を表示します。

 • hex_id — 16 進形式のエラー ID です。0x0 ～ 0xffffffff の範囲で指定します。

 • list — すべてのエラー ID を指定します。

 • internal — 訓練を受けた Cisco の保守担当者のみが使用する一連の内部シス    
テム レベル コマンドを指定します。

 • kmem — Linux のカーネル メモリ使用状況を表示します。

 • resources — システム関連の CPU およびメモリ統計情報を表示します。

 • uptime — ACE の稼働時間を表示します。

例えば、ACE の CPU およびメモリ統計情報を表示するには、次のように入力し   
ます。

host1/Admin# show system resources

表 5-10 に、show system kmem コマンド出力の各フィールドについて説明します。

表 5-10 show system kmem コマンドのフィールドの説明 

フィールド 説明

メモリ

Total Linux カーネル RAM の使用可能な領域の合計（物理 RAM    
領域から予約ビットおよびカーネルのバイナリ コード サ  
イズを差し引いた値）

Used 使用済みの Linux カーネル RAM 領域
Free 使用可能な Linux カーネル RAM 領域
Shared 常にゼロ

Buffers バッファ キャッシュ内のメモリ
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Cached ページ キャッシュ（ディスク キャッシュ）用の RAM 領域    
からスワップ キャッシュ用の RAM 領域を差し引いた値

スワップ

Total 物理スワップ メモリ領域の合計
Used 使用中スワップ メモリ領域の合計
Free 使用可能なスワップ メモリ

MemTotal Linux カーネル RAM の使用可能な領域の合計（物理 RAM    
領域から予約ビットおよびカーネルのバイナリ コード サ  
イズを差し引いた値）

MemFree 使用可能な Linux カーネル RAM 領域
MemShared 常にゼロ

Buffers バッファ キャッシュ内のメモリ
Cached ページ キャッシュ（ディスク キャッシュ）用の RAM 領域    

からスワップ キャッシュ用の RAM 領域を差し引いた値
SwapCached 一度スワップ アウトされたあとにスワップ インされたが、  

まだスワップ ファイル内に存在するメモリ領域。このメモ 
リ領域は既にスワップ ファイル内に存在するため、必要に 
なるたびにスワップアウトする必要はありません。これに

より I/O 回数が軽減されます。
Active 最近使用されたメモリ領域で、通常は絶対に必要でないか

ぎり、再要求されない領域

Inactive 未使用または簡単に解放可能なメモリ領域

HighTotal ハイメモリ（highmem）領域の合計サイズ。highmem とは、 
約 860 MB の物理 RAM 領域より上位のすべてのメモリ領     
域を指します。カーネルは間接的な方法を使用してハイメ

モリ領域にアクセスします。データ キャッシュは、このメ 
モリ領域に配置できます。

HighFree ハイメモリ（highmem）領域の空き領域の合計
LowTotal ローメモリ（highmem 以外の）領域の合計サイズ

表 5-10 show system kmem コマンドのフィールドの説明（続き）

フィールド 説明
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表 5-11 に、show system resources コマンド出力の各フィールドについて説明し    
ます。

LowFree ローメモリ（highmem）領域の空き領域の合計。カーネル
はローメモリ領域に直接アクセスできます。すべてのカー

ネル データ構造体はローメモリ領域に配置する必要があ 
ります。

SwapTotal 物理スワップ メモリ領域の合計
SwapFree 使用可能なスワップ メモリ領域
Committed_AS 特定の負荷に対してアウトオブメモリ（OOM）条件が発生

しなければ、ほぼ 100% の保証を得るのに必要な RAM 領域    
の概算値。通常、カーネルはメモリ領域を物理的な上限を

超えて割り当てます。例えば、1 GB のメモリ領域を動的に  
割り当てた場合は、そのメモリ領域を実際に使い始めるま

で、その領域に対するアクセス要求は発生しません。

Committed_AS は、最悪のシナリオが発生した場合に必要と 
なる RAM 領域またはスワップ メモリ領域の概算値です。

表 5-10 show system kmem コマンドのフィールドの説明（続き）

フィールド 説明

表 5-11 show system resources コマンドのフィールドの説明 

フィールド 説明

Load average 実行中プロセスの数として定義された負荷。直前の 1 分間、  
5 分間、および 15 分間のシステム負荷の平均値です。

Processes システム内のプロセス数、およびコマンド入力時に実際に

実行中のプロセス数

CPU states 直前の 1 秒間の、ユーザ モード、カーネル モードおよびア    
イドル時間での CPU 使用率

Memory usage 総メモリ領域、使用済みメモリ領域、空きメモリ領域、バッ

ファ用メモリ領域、およびキャッシュ用メモリ領域（KB）。
使用済みメモリ統計情報には、バッファとキャッシュも含

まれます。
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第 5章      ACE ハードウェアおよび ソフトウェア設定情報の表示
システム情報の表示

表 5-12 に、show system uptime コマンド出力の各フィールドについて説明しま    
す。

表 5-12 show uptime コマンドのフィールドの説明 

フィールド 説明

System start time ACE が起動された日時
System uptime ACE のハードウェアとソフトウェアの稼働時間
Kernel uptime オペレーティング システム（OS）の稼働時間
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ICMP 統計情報の表示
Internet Control Message Protocol（ICMP; インターネット制御メッセージ プロトコ     
ル）の統計情報を表示するには、show icmp statistics コマンドを使用します。こ   
のコマンドの構文は、次のとおりです。

show icmp statistics

次に入力例を示します。

host1/Admin # show icmp statistics

ICMP 統計情報を削除するには、clear icmp statistics コマンドを使用します。

表 5-13 に、show icmp statistics  コマンド出力の各フィールドについて説明しま     
す。

表 5-13 show icmp-statistics コマンドのフィールドの説明 

フィールド 説明

Total Messages ACE が送受信した ICMP メッセージの総数
Errors ACE が送受信した ICMP エラー メッセージの数
Echo Request ACE が送受信した ICMP エコー要求メッセージの数
Echo Reply ACE が送受信した ICMP エコー応答メッセージの数
Unreachable ACE が送受信した ICMP 到達不能パケットの数
TTL Expired ACE が送受信した ICMP TTL 期限切れメッセージの数
Redirect ACE が送受信した ICMP リダイレクト メッセージの数
Address Mask ACE が送受信した ICMP アドレス マスク要求メッセージ    

の数

Param problem ACE が送受信した ICMP パラメータ問題メッセージの数
Source Quench ACE が送受信した ICMP ソース クエンチ（始点抑制要求）    

メッセージの数

Time Stamp ACE が送受信した ICMP タイムスタンプ（要求）メッセー   
ジの数
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テクニカルサポート情報の表示
問題が発生したとき、それを報告するために ACE に関する全般的な情報を表示  
するには、EXEC モードで show tech-support コマンドを使用します。このコマ    
ンドは、発生した問題を報告するときにも使用できます。このコマンドを使用し

て ACE に関するあらゆる情報を収集し、コマンドの出力をテクニカルサポート  
の担当者に提出してください。

show tech-support コマンドは、複数の show コマンドの出力を一度に表示します。    
このコマンドの出力は、設定によって異なります。

コマンドごとに詳細な情報を出力できます。また、特定のインターフェイスまた

はモジュール用に出力を指定することもできます。各コマンド出力は、コマンド

ごとに改行され、コマンド名が先頭に出力されます。

（注） 明示的に terminal length コマンドを 0（ゼロ）に設定して、自動スクロールをディ    
セーブルに、手動スクロールをイネーブルにてください。設定済みの端末サイ

ズは、show terminal コマンドで確認できます。このコマンドの出力が表示され  
たら、必要に応じて端末長をリセットしてください（第 1 章「ACE の設定」 の    
「端末表示属性の設定」を参照）。

（注） このコマンドの出力をファイルに保存するには、show tech-support コマンドの  
末尾に > filename を指定します（第 4 章「ACE ソフトウェアの管理」を参照）。      
ファイルを保存する場合は、十分な空き領域があることを確認してください。各

ファイルのサイズは約 1.8 MB です。

show tech-support コマンドのデフォルトの出力には、例えば、次の各コマンドの  
出力を含みます。

 • show hardware — 「ハードウェア情報の表示」を参照してください。

 • show interface — 『Cisco Application Control Engine Module Routing and Bridging          
Configuration Guide』を参照してください。

 • show process — 「システム プロセスの表示」を参照してください。
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 • show running-config — 第 4 章「ACE ソフトウェアの管理」を参照してくだ      
さい。

 • show version — 「ソフトウェア バージョン情報の表示」を参照してください。

このコマンドの構文は、次のとおりです。

show tech-support [details]

オプションの details キーワードを指定すると、各 show コマンドの詳細な情報が   
表示されます。

例えば、ACE の現在の実行ステートの抜粋を表示するには、次のように入力し 
ます。

host1/Admin# show tech-support

`show version`
Cisco Application Control Software (ACSW)
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (c) 2002-2006, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
The copyrights to certain works contained herein are owned by
other third parties and are used and distributed under license.
Some parts of this software are covered under the GNU Public
License. A copy of the license is available at
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html.

Software
  loader:    Version 12.2[117]
  system:    Version 3.0(0)A1(1) [build 3.0(0)A1(1) 
_01:26:21-2006/03/13_/auto/a
dbu-rel/ws/REL_3_0_0_A1_1]
  system image file: [LCP] disk0:c6ace-t1k9-mzg.3.0.0_A1_1.bin
  licensed features: no feature license is installed

Hardware
  Cisco ACE (slot: 3)
  cpu info:
    number of cpu(s): 2
    cpu type: SiByte
--More--Generating configuration....
    cpu: 0, model: SiByte SB1 V0.2, speed: 700 MHz
    cpu: 1, model: SiByte SB1 V0.2, speed: 700 MHz
  memory info:
    total: 957816 kB, free: 367840 kB
    shared: 0 kB, buffers: 2928 kB, cached 0 kB
  cf info:
    filesystem: /dev/cf
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    total: 500040 kB, used: 449976 kB, available: 50064 kB

last boot reason:  reload command by admin
configuration register:  0x1
host kernel uptime is 2 days 16 hours 41 minute(s) 20 second(s)

`show inventory`

 NAME: "module 3", DESCR: "Application Control Engine 8G"
 PID: WS-SVC-NTS10-1-K9 , VID: V00, SN: SAD0837030D

`show hardware`

Hardware
  Product Number: WS-SVC-NTS10-1-K9
  Serial Number:  SAD0837030D
  Card Index:     207
  Hardware Rev:   0.203
  Feature Bits:   0000 0001
  Slot No. :      3
  Type:           ACE
  Module mode:    8G
.
.

show tech-support コマンドの出力を、ACE 上の disk0: ファイル システムのファ      
イル、または FTP、SFTP、あるいは TFTP を使用してリモート サーバにリダイ    
レクトするには、EXEC モードで tac-pac コマンドを使用します。

（注） show tech-support コマンドの出力は gzip 形式です。出力先ファイル システムで     
簡単に解凍できるように、ファイル名には .gz 拡張子を含めることを推奨しま  
す。

このコマンドの構文は、次のとおりです。

tac-pac {disk0:[path/]filename | {ftp://server/path[/filename] | 
sftp://[username@]server/path[/filename] | 
tftp://server[:port]/path[/filename]} 
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キーワード、引数、およびオプションは次のとおりです。

 • disk0:[path/]filename — ファイルの出力先が現在のコンテキストの disk0:   
ファイル システムであることを指定します。オプションの path を省略する   
と、ファイルは disk0: ファイル システムのルート ディレクトリに出力され    
ます。

 • ftp://server/path[/filename] — FTP ネットワーク サーバおよびファイル名（省    
略可）を指定します。

 • sftp://[username@]server/path[/filename] — SFTP ネットワーク サーバおよび    
ファイル名（省略可）を指定します。

 • tftp://server[:port]/path[/filename] — TFTP ネットワーク サーバおよびファイ    
ル名（省略可）を指定します。

例えば、show tech-support コマンドの出力をリモートの FTP サーバに送信する    
には、次のように入力します。

host1/Admin# tac-pac ftp://192.168.1.2/tac-output_10-7-07.gz
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C H A P T E R 6
冗長 ACEモジュールの設定

この章では、Cisco Application Control Engine（ACE）モジュールの冗長構成の方   
法について説明します。この設定により、フローの耐障害性のある Stateful 
Switchover（SSO; ステートフル スイッチオーバー）を実現できます。この章の 
内容は、次のとおりです。

 • 冗長性の概要

 • 冗長構成のクイック スタート

 • 冗長性の設定

 • トラッキングと障害検出の設定

 • 冗長構成の例

 • 冗長構成情報の表示

 • 冗長統計情報のクリア
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冗長性の概要
冗長性（または耐障害性）を実現するには、同一の Catalyst 6500 シリーズ スイッ    
チまたは異なるスイッチ内で最大 2 つの ACE を使用して、一方のモジュールか    
ら応答がなくなってもネットワークが稼働し続けるようにします。冗長構成によ

り、ネットワーク サービスとアプリケーションが常に利用可能な状態に維持さ 
れます。

（注） ACE モジュールと ACE アプライアンスをピアとして動作させる冗長構成はサ   
ポートされていません。冗長構成では、各 ACE のデバイス タイプとソフトウェ   
ア リリースが一致していなければなりません。

冗長構成にすることにより、1 台の ACE から応答がなくなったり、クリティカ   
ルなホスト、インターフェイス、または HSRP グループで障害が発生した場合  
に、フローのシームレスなスイッチオーバーが可能になります。冗長構成は、耐

障害性を必要とする以下のネットワーク アプリケーションに使用できます。

 • ミッションクリティカルなエンタープライズ アプリケーション

 • 銀行業務および財務サービス

 • e- コマース

 • 所要時間の長いフロー（FTP や HTTP ファイル転送など）

ここで説明する内容は、次のとおりです。

 • 冗長性プロトコル

 • ステートフル フェールオーバー
 • FT VLAN

 • 設定同期

 • 設定に関する要件および制限
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冗長性プロトコル

同一の Catalyst 6500 シリーズ スイッチまたは異なるシャーシに最大 2 台の ACE       
（ピア）を設定することにより、冗長性を実現できます。各ピア モジュールは、 

1 つまたは複数のフォールトトレラント（FT）グループで構成されます。各 FT  
グループは、2 つのメンバ（1 つのアクティブ コンテキストと 1 つのスタンバイ     
コンテキスト）からなります。コンテキストの詳細については、『Cisco Application 
Control Engine Module Virtualization Configuration Guide』を参照してください。FT     
グループには、一意のグループ ID を割り当てます。

FT グループごとに、1 つの仮想 MAC アドレス（VMAC）が関連付けられます。    
VMAC のフォーマットは 00-0b-fc-fe-1b-groupID です。VMAC は、スイッチオー    
バーが発生しても変更されないため、クライアントとサーバの ARP テーブルを  
更新する必要はありません。ACE は、使用可能な VMAC のプールから VMAC を     
1 つ選択します。ローカル ACE およびピア ACE で使用する MAC アドレスのプー       
ルを指定するにはそれぞれ、shared-vlan-hostid コマンドおよび peer shared-vlan- 
hostid コマンドを設定します。MAC アドレスの重複を避けるため、ACE ごとに   
異なるプールを設定してください。VMAC および MAC アドレス プールの詳細    
については、『Cisco Application Control Engine Module Routing and Bridging       
Configuration Guide』を参照してください。

各 FT グループは、独立した冗長性インスタンスとして機能します。スイッチ  
オーバーが発生すると、FT グループ内のアクティブ メンバがスタンバイ メンバ   
となり、それまでのスタンバイ メンバがアクティブ メンバになります。スイッ  
チオーバーが発生する理由は次のとおりです。

 • アクティブ メンバが応答しなくなった。

 • トラッキングされているホスト、インターフェイス、または HSRP グループ  
で障害が発生した（「トラッキングと障害検出の設定」 を参照）。

 • ft switchover コマンドを入力して、スイッチオーバーを強制的に発生させた  
（「強制フェールオーバー」を参照）。

図 6-1 に、2 つの冗長構成の例を示します。図中の N は、冗長構成になっている    
ACE の台数を表します。文字（A、B、C、D）は、各冗長性グループのアクティ 
ブ コンテキストを表し、ダッシュ付きの文字（A’、B’、C’、および D’）はスタ  
ンバイ コンテキストを表します。コンテキストは 2 台の ACE 間で均等に分散さ     
れます。アクティブ コンテキストとスタンバイ コンテキストは常に異なる ACE   
上に設定する必要があります。
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図 6-1 コンテキストの均等分散

図 6-2 は、2 台の ACE 間でコンテキストが不均等に分散される様子を示していま    
す。たとえば、A、B、C、D の各 FT グループは、E と F が必要とするリソース      
の半分しか使用しない可能性があります。

図 6-2 コンテキストの不均等分散

FT グループの各メンバは、アクティブであれスタンバイであれ、それぞれの IP  
アドレスおよび関連付けられた VMAC に関して、外部ノード（クライアントと  
サーバ）からは 1 つのノードとして認識されます。ACE は、各モジュール上で   
複数の FT グループが設定されており、さらに両方のモジュールに最低 1 つのア    
クティブ グループ メンバ（コンテキスト）が含まれている場合のみ、アクティ  
ブ - アクティブな冗長性を提供します。シングル コンテキストの場合、ACE は、    
アクティブ - バックアップ冗長性を実現し、各グループ メンバは Admin コンテ     
キストになります。コンテキストの設定方法の詳細については、『Cisco
Application Control Engine Module Virtualization Configuration Guide』を参照してく      
ださい。
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ACE は、冗長性関連トラフィック（プロトコル パケット、設定データ、ハート  
ビート、ステート複製パケット）を専用の FT VLAN 上で送受信します。この専   
用 VLAN を通常のトラフィック向けに使用することはできません。

複数の FT グループにおけるハートビート パケットの送信を最適化し、ネット   
ワーク トラフィックを最小限に抑えるために、ACE は、ハートビート メッセー   
ジの送受信を別プロセスで管理します。ACE は、ハートビートを使用して、各 
コンテキストではなく、ピア ACE をプローブします。ピア ACE からのハート    
ビートを受信していないことを検出すると、ACE はスタンバイ状態のすべての 
コンテキストをアクティブに切り替えます。ACE は、ハートビート パケットを  
UDP 経由で送信します。ACE がハートビート パケットを送信する頻度は、FT ピ    
アの設定で指定できます。ハートビートの設定方法の詳細については、「FT ピア 
の設定」 を参照してください。

各 FT グループ内のアクティブ メンバの選択は、プライオリティ スキームに基    
づいて行われます。プライオリティの高いメンバがアクティブ メンバとして選 
択されます。あるメンバがアクティブになったあと、それよりもプライオリティ

の高い別のメンバが検出されると、そのメンバがアクティブになります。この動

作はプリエンプションと呼ばれ、デフォルトでイネーブルです。このデフォルト

の動作を上書きするには、プリエンプションをディセーブルにします。プリエン

プションをディセーブルにするには、preempt コマンドを使用します。このコマ 
ンドを入力すると、常に、より高いプライオリティを持つメンバが自身の優先権

を行使し、アクティブになります。「FT グループの設定」 を参照してください。

ステートフル フェールオーバー
ACE は、アクティブな FT グループ メンバ上のフローを、各コンテキストの接    
続ごとに、スタンバイ グループ メンバに複製します。この複製フローには、ア  
クティブ メンバが応答しなくなったときに、スタンバイ メンバがフローを引き  
継ぐために必要なフローのステート情報がすべて含まれています。アクティブ

メンバが応答しなくなった場合、スタンバイ メンバがコンテキストの制御権を 
取得すると、スタンバイ メンバ上に複製されたフローがアクティブになります。 
それまでアクティブだったメンバのアクティブ フローはスタンバイ状態に移行 
し、新しいアクティブ メンバのアクティブ フローを完全にバックアップするよ  
うになります。
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（注） デフォルトでは、接続の複製は ACE でイネーブルです。

スイッチオーバーが発生すると、同じ接続情報が新しいアクティブ メンバで使 
用可能になります。サポートされているエンド ユーザ アプリケーションは、同  
じネットワーク セッションを維持するために再接続する必要はありません。

（注） ACE では、SSL やその他の終端（プロキシ）接続がアクティブ コンテキストか   
らスタンバイ コンテキストに複製されることはありません。

スタンバイ モジュールには、次のデータを含むステート情報が渡されます。

 • 接続レコードと同期された情報に基づく Network Address Translation（NAT;   
ネットワーク アドレス変換）テーブル

 • ACE によって終端されていないすべての TCP および UDP 接続

 • HTTP 接続状態（オプション）

 • スティッキ テーブル

（注） ユーザ コンテキスト内では、ACE はそのコンテキストに属する FT グループの    
スイッチオーバーのみを許可します。Admin コンテキストでは、ACE はモジュー  
ルのすべての設定済みコンテキスト内で、すべての FT グループのスイッチオー  
バーを許可します。

新しくアクティブになったメンバは、レイヤ 2 構成で VMAC が別の場所に移動    
した場合にスイッチオーバーが発生したら、ただちにブリッジ ラーニングが行 
われるようにするため、アクティブ コンテキストに関連付けられた各インター 
フェイスに対して gratuitous ARP を送信します。また、同一サブネット上に 2 つ     
の VLAN が存在し、サーバがクライアントに直接パケットを送信する必要があ  
る場合、そのサーバはクライアント側 VLAN のゲートウェイの場所を認識して  
いなければなりません。アクティブ メンバは、2 つの VLAN のブリッジとして    
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動作します。新しくアクティブになったメンバは、ゲートウェイの新しい場所の

学習が開始されるように、クライアント VLAN 上のゲートウェイに対して ARP   
要求を送信し、返された ARP 応答をサーバ VLAN にブリッジングします。

FT VLAN

冗長構成では、専用の FT VLAN を使用して、冗長な各 ACE 間でフロー ステー      
ト情報と冗長性ハートビートを転送します。この専用 VLAN を通常のトラ  
フィック向けに使用しないでください。両方のピア モジュール上で同じ VLAN  
を設定する必要があります。FT VLAN 用に、各モジュール上の同一サブネット  
には異なる IP アドレスを設定する必要があります。

2 つの冗長モジュールは、常に FT VLAN 経由で通信し、各モジュールの動作状    
況を判定します。スタンバイ メンバは、ハートビート パケットを使用して、ア  
クティブ メンバのヘルス状態を監視します。アクティブ メンバは、ハートビー  
ト パケットを使用して、スタンバイ メンバのヘルス状態を監視します。スイッ  
チオーバー リンク経由の通信には次のデータが含まれます。

 • 冗長性プロトコル パケット

 • ステート情報複製データ

 • 設定同期情報

 • ハートビート パケット

複数のコンテキストの場合、FT VLAN は、システム設定ファイル内に常駐しま  
す。ACE 上の各 FT VLAN には、一意の MAC アドレスが関連付けられます。ACE      
は、これらのデバイス MAC アドレスを、冗長性プロトコル ステートと設定複製   
パケットを送受信する際の送信元または宛先 MAC として使用します。

（注） FT VLAN の IP アドレスと MAC アドレスは、スイッチオーバーが発生しても変      
更されません。
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設定同期

適切な冗長構成を実現するには、FT グループの両方のメンバが同じ設定になっ 
ていなければなりません。両方の ACE モジュールが、同一の帯域幅ソフトウェ  
ア ラインセンス（4 Gbps、8 Gbps、または 16 Gbps）および仮想コンテキスト ソ      
フトウェア ライセンスを所有していることを確認してください。FT グループ内  
の 2 つの ACE モジュール間でソフトウェア ラインセスの不一致が検出される     
と、次のような不具合が発生します。

 • 仮想コンテキスト ソフトウェア ラインセンスの不一致が検出されると、ア  
クティブ ACE と スタンバイ ACE 間の同期が正しく実行されない可能性が     
あります。

 • アクティブおよびスタンバイの ACE モジュールで仮想コンテンツ ソフト   
ウェア ライセンスは一致しているが、帯域幅ソフトウェア ライセンスが一  
致していない場合、同期は正しく行われますが、スイッチオーバー時のスタ

ンバイ ACE でのトラフィック処理性能が（たとえば、8 Gbps ACE モジュー     
ルから 4 Gbps ACE モジュールに）低下する可能性があります。

使用可能な ACE ソフトウェア ライセンスの詳細については、第 3 章「ACE ソフ      
トウェア ライセンスの管理」を参照してください。

ACE は、設定同期（config sync）と呼ばれるプロセスを使用してスタンバイ メ   
ンバにアクティブな設定を自動的に複製します。config sync は、アクティブ メ   
ンバで設定の変更があると、それを自動的にスタンバイ メンバに複製します。 
ACE は、アクティブ メンバからスタンバイ ピアに冗長構成を同期化したあと、   
スタンバイ ピアの設定モードをディセーブルにします。

config sync の詳細については、「冗長構成の同期化」を参照してください。

設定に関する要件および制限

冗長性機能を設定する際には、次の要件および制限に注意が必要です。

 • ACE モジュールと ACE アプライアンスをピアとして動作させる冗長構成は   
サポートされていません。冗長構成では、各 ACE のデバイス タイプとソフ   
トウェア リリースが一致していなければなりません。

 • ブリッジド モード（レイヤ 2）では、2 つのコンテキストが同じ VLAN を共     
有することはできません。
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 • アクティブ - アクティブな冗長性を実現するには、各 ACE 上に最低 2 つの      
コンテキストと 2 つの FT グループが必要です。

 • 冗長性を設定すると、ACE は、IP アドレスが割り当てられていないすべて  
のインターフェイスをダウン状態に維持します。VLAN インターフェイスに 
割り当てる IP アドレスとピア IP アドレスは、同一サブネット内に存在する    
2 つの異なる IP アドレスでなければなりません。VLAN インターフェイスの    
設定方法の詳細については、『Cisco Application Control Engine Module Routing     
and Bridging Configuration Guide』を参照してください。
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冗長構成のクイック スタート
表 6-1 に、冗長性を設定するために、冗長構成の対象となる 各 ACE で実行すべ    
き手順の要約を示します。各手順には、作業を完了するために必要な CLI コマン  
ドまたは手順の参照先が示されています。各機能の詳細な説明と CLI コマンドで  
使用できるすべてのオプションについては、表 6-1 の各セクションを参照してく 
ださい。

表 6-1 冗長構成のクイック スタート 

作業とコマンド例

1. 複数のコンテキストで操作している場合は、CLI プロンプトをチェックし 
て正しいコンテキストで操作が行われていることを確認します。必要な場

合、正しいコンテキストに切り替えます。

host1/Admin# changeto C1
host1/C1#

以下の例では、特に指定のないかぎり、Admin コンテキストを使用します。 
コンテキストの作成方法の詳細については、『Cisco Application Control  
Engine Module Virtualization Configuration Guide』を参照してください。

2. 設定モードを入力します。

host1/Admin# config
host1/Admin(config)#

3. FT グループのメンバ間の通信に使用する専用の FT VLAN を設定します。    
この FT VLAN はグローバルであり、すべてのコンテキストによって共有   
されます。FT VLAN の IP アドレスと ネットマスク、およびリモート ピア      
の IP アドレスと ネットマスクを指定します。
host1/Admin(config)# ft interface vlan 100
host1/Admin(config-ft-intf)# ip address 192.168.12.1 
255.255.255.0
host1/Admin(config-ft-intf)# peer ip address 192.168.12.15 
255.255.255.0
host1/Admin(config-ft-intf)# no shutdown
host1/Admin(config-ft-intf)# exit

4. 冗長モジュールのゲートウェイとして、エイリアス IP アドレスを設定しま  
す。

host1/Admin(config)# interface vlan 100
host1/Admin(config-if)# alias 192.168.12.15 255.255.255.0
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5. ローカルの冗長ピア モジュールを設定し、そのピアに FT VLAN を関連付    
け、ハートビート インターバルとハートビート カウントを設定します。
host1/Admin(config)# ft peer 1
host1/Admin(config-ft-peer)# ft-interface vlan 100
host1/Admin(config-ft-peer)# heartbeat count 20
host1/Admin(config-ft-peer)# heartbeat interval 200
host1/Admin(config-ft-intf)# exit

6. 各 ACE に、最低 1 つの FT グループを作成します。
host1/Admin(config)# ft group 1
host1/Admin(config-ft-group)# 

7. 各 FT グループにコンテキストを関連付けます。ローカル コンテキストと   
それに対応するピア コンテキストは、同じ FT グループに関連付ける必要   
があります。

host1/Admin(config-ft-group)# associate-context C1

8. ピア コンテキストを FT グループに関連付けます。
host1/Admin(config-ft-group)# peer 1

9. （任意）ローカル モジュールでの FT グループのプライオリティを設定しま   
す。

host1/Admin(config-ft-group)# priority 100

10.（任意）ピア モジュールでの FT グループのプライオリティを設定します。
host1/Admin(config-ft-group)# peer priority 200

11. FT グループのサービスを開始します。
host1/Admin(config-ft-group)# inservice
host1/Admin(config-ft-group)# exit

表 6-1 冗長構成のクイック スタート（続き）

作業とコマンド例
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12.（任意）1 つまたは複数のクリティカル オブジェクト（ゲートウェイまた  
はホスト、インターフェイスまたは HSRP グループ）をスイッチオーバー  
のトラッキング対象として設定します。たとえば、クリティカルなイン

ターフェイスをトラッキング対象として設定するには、次のように入力し

ます。

host1/Admin(config)# ft track interface VLAN100
host1/Admin(config-ft-track-intf)# track-interface vlan 100
host1/Admin(config-ft-track-intf)# peer track-interface vlan 100
host1/Admin(config-ft-track-intf)# priority 50
host1/Admin(config-ft-track-intf)# peer priority 150
host1/Admin(config-ft-track-intf)# ctrl-z

13.（任意）実行コンフィギュレーション ファイルおよび（または）スタート 
アップ コンフィギュレーション ファイルのアクティブ コンテキストから   
スタンバイ コンテキストへの自動同期をイネーブルにします。
host1/Admin(config)# ft auto-sync running-config
host1/Admin(config)# ft auto-sync startup-config

14.（任意）設定変更をフラッシュ メモリに保存します。
host1/Admin(config)# exit
host1/Admin# copy running-config startup-config

15.（推奨）EXEC モードで次のコマンドを入力して、冗長構成を確認します。
host1/Admin# show running-config ft
host1/Admin# show running-config interface

表 6-1 冗長構成のクイック スタート（続き）

作業とコマンド例
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冗長性の設定
ACE で冗長性を設定するには、次の各セクションに示すコマンドを使用します。 
冗長構成を構成するすべての ACE について、ft interface、 ft peer、 および ft group        
の各コマンドを設定する必要があります。ここで説明する内容は、次のとおりで

す。

 • FT VLAN の設定

 • エイリアス IP アドレスの設定

 • FT ピアの設定

 • FT グループの設定

 • ピア ホスト名の指定

 • 共有 VLAN 用の MAC アドレス バンクの指定

 • 強制フェールオーバー

 • 冗長構成の同期化

FT VLAN の設定
各ピア ACE は、専用の FT VLAN 経由で相互に通信します。これらの冗長ピア     
は、FT VLAN を使用して、ハートビート パケット、ステート複製パケット、お   
よび設定複製パケットの送受信を行います。各ピア モジュール上で同じ VLAN  
を設定する必要があります。この専用 VLAN を通常のネットワーク トラフィッ   
ク向けに使用することはできません。

ここで説明する内容は、次のとおりです。

 • FT VLAN の作成

 • FT VLAN の IP アドレスの設定

 • ピア IP アドレスの設定

 • FT VLAN のイネーブル化
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FT VLAN の作成

FT VLAN を作成するには、コンフィギュレーションモードで ft interface  コマン      
ドを使用します。このコマンドの構文は、次のとおりです。

ft interface vlan vlan_id

vlan_id 引数には、FT VLAN の一意な識別子を 2 ～ 4094 の整数で指定します。

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config)# ft interface vlan 200
host1/Admin(config-ft-intf)#

（注） FT VLAN を削除するには、最初に、FT ピア コンフィギュレーションモードで    
no ft-interface vlan コマンドを使用して FT ピアから VLAN を削除します。「FT       
VLAN とローカル ピアの関連付け」を参照してください。

冗長構成から FT VLAN を削除するには、次のように入力します。

host1/Admin(config)# no ft interface vlan 200

FT VLAN の IP アドレスの設定

FT VLAN を作成したら、その VLAN に IP アドレスを割り当てる必要がありま      
す。IP アドレスを VLAN に割り当てるには、FT インターフェイス コンフィギュ     
レーション モードで ip コマンドを使用します。このコマンドの構文は、次のと   
おりです。

ip address ip_address netmask

このコマンドのキーワードと引数は次のとおりです。

 • address ip_address — FT VLAN の IP アドレスを指定します。IP アドレスは        
ドット付き 10 進表記で入力します（例：192.168.12.1）。

 • netmask — FT VLAN のサブネット マスク。サブネット マスクはドット付き      
10 進表記で入力します（例：255.255.255.0）。
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たとえば、FT VLAN 用の IP アドレスを設定するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-ft-intf)# ip address 192.168.12.1 255.255.255.0

FT VLAN から IP アドレスを削除するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-ft-intf)# no ip address

ピア IP アドレスの設定

FT グループのローカル メンバは、FT VLAN 経由でリモート ピアと通信します。     
ローカル メンバがリモート ピアと通信できるようにするには、FT インターフェ   
イス コンフィギュレーション モードで、peer ip address コマンドを使用します。     
このコマンドの構文は、次のとおりです。

peer ip address ip_address netmask

このコマンドのキーワードと引数は次のとおりです。

 • address ip_address — リモート ピアの IP アドレスを指定します。IP アドレス       
はドット付き 10 進表記で入力します（例：192.168.12.15）。

 • netmask — リモート ピアのサブネット マスク。サブネット マスクはドット     
付き 10 進表記で入力します（例：255.255.255.0）。

たとえば、リモート ピアの IP アドレスを設定するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-ft-intf)# peer ip address 192.168.12.15 
255.255.255.0

リモート ピアから IP アドレスを削除するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-ft-intf)# no peer ip address 192.168.12.15 
255.255.255.0

FT VLAN のイネーブル化

FT VLAN をイネーブルにするには、FT インターフェイス コンフィギュレーショ    
ン モードで、no shutdown  コマンドを使用します。このコマンドの構文は、次    
のとおりです。

no shutdown
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たとえば、FT VLAN をイネーブルにするには、次のように入力します。

host1/Admin(config-ft-intf)# no shutdown

イネーブルにした FT VLAN をディセーブルにするには、次のように入力します。

host1/Admin(config-ft-intf)# shutdown

エイリアス IP アドレスの設定
冗長性を設定する際には、アクティブ モジュールとスタンバイ モジュールの両  
方で使用されるエイリアス IP アドレスが割り当てられた VLAN インターフェイ    
スを設定します。エイリアス IP アドレスは、2 つの ACE モジュールの共有ゲー     
トウェイとして機能します。

エイリアス IP アドレスを設定するには、インターフェイス コンフィギュレー   
ション モードで、alias  コマンドを使用します。このコマンドの構文は、次のと   
おりです。

alias ip_address netmask

ip_address netmask 引数には、VLAN インターフェイスの IP アドレスとネットマ     
スクを指定します。IP アドレスとサブネット マスクはドット付き 10 進表記で入    
力します（例：192.168.1.1 255.255.255.0）。

たとえば、エイリアス IP アドレスを設定するには、次のように入力します。

host1/Admin(config)# interface vlan 100
host1/Admin(config-if)# alias 192.168.12.15 255.255.255.0

たとえば、エイリアス IP アドレスを削除するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-if)# no alias 192.168.12.15 255.255.255.0
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FT ピアの設定
両方のピア ACE 上で、Admin コンテキストでのみ、FT ピア定義を設定します。    
最大 2 つの ACE を冗長ピアとして構成できます。

FT ピアを作成するには、コンフィギュレーションモードで ft peer コマンドを使    
用します。このコマンドの構文は、次のとおりです。

ft peer peer_id

peer_id 引数には、ピアの一意な識別子を指定します。この引数に指定できる値 
は 1 だけです。

次に例を示します。

host1/Admin(config)# ft peer 1

（注） 設定から FT ピアを削除する前に、FT グループからピアを削除する必要があり   
ます。「FT グループとピアの関連付け」を参照してください。

設定から FT ピアを削除するには、次のように入力します。

host1/Admin(config)# no ft peer 1

FT ピアを作成したら、以下に説明するピア属性を設定します。

 • FT VLAN とローカル ピアの関連付け

 • ハートビート インターバルとハートビート カウントの設定

 • クエリー インターフェイスの設定

FT VLAN とローカル ピアの関連付け

FT ピアを作成したら、既存の FT VLAN をローカル ピアに関連付けて、ローカ     
ル ピアがリモート ピアと通信できるようにします。冗長ピアは、専用の FT   
VLAN を使用して、フロー ステート情報とハートビート パケットを相互に交換   
します。FT VLAN の設定方法の詳細については、「FT VLAN の設定」を参照し    
てください。
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FT VLAN をピアに関連付けるには、FT ピア コンフィギュレーションモードで、    
ft-interface vlan コマンドを使用します。このコマンドの構文は、次のとおりです。

ft-interface vlan vlan_id

vlan_id 引数には、既存の VLAN の識別子を 2 ～ 4094 の整数で指定します。

次に例を示します。

host1/Admin(config-ft-peer)# ft-interface vlan 200

冗長構成から FT VLAN を削除するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-ft-peer)# no ft-interface vlan 200

ハートビート インターバルとハートビート カウントの設定

ハートビート インターバルは、FT グループのアクティブ メンバがスタンバイ メ    
ンバにハートビート パケットを送信する頻度（ミリ秒）を決定します。ハート 
ビート カウントとは、スタンバイ メンバが検出する、失敗したハートビートの  
回数です。これが上限に達すると、スタンバイ メンバは、アクティブ メンバが  
応答不能の状態になったと判定します。ハートビート インターバルおよびハー 
トビート カウントを設定するには、ピア コンフィギュレーションモードで、  
heartbeat  コマンドを使用します。このコマンドの構文は、次のとおりです。

heartbeat {count number | interval frequency}

キーワードと引数は次のとおりです。

 • count number — スタンバイ メンバからのハートビート パケットを受信しな     
い状態が続く場合に発生するハートビート インターバルの回数を指定しま 
す。これが上限に達すると、スタンバイ メンバは、アクティブ メンバが応  
答不能の状態になったと判定します。10 ～ 50 の整数を入力します。デフォ   
ルトは 10 回です。FT グループのスタンバイ メンバがアクティブ メンバか     
らハートビート パケットを受信しなくなってから、count number interval   
frequency の時間が経過すると、スイッチオーバーが発生します。たとえば、 
デフォルトでは、ハートビート頻度は 300 ミリ秒、ハートビート カウント   
は 10 になっているため、スタンバイ メンバがアクティブ メンバからハート    
ビート パケットを受信しなくなってから 3000 ミリ秒（3 秒）経過すると、    
スイッチオーバーが発生します。



6-19
Cisco Application Control Engine モジュール アドミニストレーション ガイド      

OL-11865-01-J

第 6章      冗長 ACEモジュールの設定
冗長性の設定

 • interval frequency — ハートビート間のインターバルをミリ秒単位で指定し   
ます。100 ～ 1000 の整数を入力します。デフォルトは 300 ミリ秒です。

たとえば、ハートビート カウントを 20 に設定するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-ft-peer)# heartbeat count 20

ハートビート カウントをデフォルトの 10 にリセットするには、次のように入力   
します。

host1/Admin(config-ft-peer)# no heartbeat count

ハートビート インターバルを 500 ミリ秒に設定するには、次のように入力しま   
す。

host1/Admin(config-ft-peer)# heartbeat interval 500

ハートビート インターバルをデフォルトの 100 ミリ秒にリセットするには、次   
のように入力します。

host1/Admin(config-ft-peer)# no heartbeat interval

クエリー インターフェイスの設定

クエリー インターフェイスを設定すると、スタンバイ メンバは、アクティブ メ   
ンバがダウンしているかどうか、また FT VLAN に接続障害が発生しているかど   
うかを判定できます。クエリー インターフェイスを使用することで、2 つの冗長  
コンテキストが、同じ FT グループで同時にアクティブになるのを防ぐことがで  
きます。ACE は、スイッチオーバーをトリガーする前に、アクティブ メンバに  
ping を送信してダウン状態であることを確認します。クエリー インターフェイ  
スを設定すると、アクティブ メンバのヘルス状態を判定できるようになります 
が、スイッチオーバーの所要時間が長くなります。

クエリー インターフェイスを設定にするには、FT ピア コンフィギュレーション   
モードで、query-interface vlan コマンドを使用します。このコマンドの構文は、  
次のとおりです。

query-interface vlan vlan_id

vlan_id 引数には、既存の VLAN の識別子を 2 ～ 4094 の整数で指定します。
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たとえば、クエリー インターフェイスを設定するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-ft-peer)# query-interface vlan 400

ピア設定からクエリー インターフェイスを削除するには、次のように入力しま 
す。

host1/Admin(config-ft-peer)# no query-interface vlan 400

（注） ピアと関連付けられているクエリー インターフェイスを削除することはできま 
せん。ピアとインターフェイスの関連付けを解除してから、インターフェイス

を削除します。

FT グループの設定
各 ACE には、複数の FT グループを作成できます。FT グループは最大 251 個       
（ユーザ コンテキスト× 250 および Admin コンテキスト× 1）作成できます。各      
グループは、最大 2 つのメンバ（コンテキスト）で構成されます。すなわち、1  
つのモジュール上の 1 つのアクティブ コンテキストとピア モジュール上の 1 つ      
のスタンバイ コンテキストです。

FT グループを作成するには、コンフィギュレーションモードで ft group を使用    
します。両方のピア モジュール上で同じグループ ID を設定する必要があります。   
このコマンドの構文は、次のとおりです。

ft group group_id

group_id 引数には、グループの一意な識別子を 1 ～ 255 の整数で指定します。

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config)# ft group 1
host1/Admin(config-ft-group)#

設定からグループを削除するには、次のように入力します。

host1/Admin(config)# no ft group 1
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FT グループを作成したら、以下に説明する FT グループ属性を設定します。

 • FT グループとコンテキストの関連付け

 • FT グループとピアの関連付け

 • アクティブ FT グループ メンバへのプライオリティの割り当て

 • スタンバイ FT グループ メンバへのプライオリティの割り当て

 • プリエンプションの設定

 • FT グループのサービス開始

 • FT グループの変更

FT グループとコンテキストの関連付け

FT グループは、異なる ACE 上に存在する、同じ名前の 2 つのメンバ（コンテキ     
スト）で構成されます。コンテキストを FT グループに関連付けるには、FT グ   
ループ コンフィギュレーションモードで associate-context コマンドを使用しま   
す。この関連付けは、FT グループ内の両方の冗長コンテキストについて行う必 
要があります。このコマンドの構文は、次のとおりです。

associate-context name

name 引数には、FT グループに関連付けるコンテキストの一意な識別子を指定し  
ます。

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config-ft-group)# associate-context C1

（注） FT グループからコンテキストを削除するには、まず、no inservice コマンドを実   
行して、当該グループのサービスを停止する必要があります。「FT グループの 
サービス開始」を参照してください。

FT グループからコンテキストを削除するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-ft-group)# no associate-context C1
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FT グループとピアの関連付け

ピア ACE を FT グループに関連付けるには、FT グループ コンフィギュレーショ      
ンモードで peer コマンドを使用します。このコマンドの構文は、次のとおりで  
す。

peer peer_id

peer_id 引数には、既存のピア モジュールの識別子として 1 を指定します。この    
引数に指定できる値は 1 だけです。

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config-ft-group)# peer 1

ピアと FT グループとの関連付けを削除するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-ft-group)# no peer

アクティブ FT グループ メンバへのプライオリティの割り当て

FT グループのメンバ（コンテキスト）がアクティブ メンバになる場合、選択プ  
ロセスにより、各ピアのグループに設定されたプライオリティに基づいてメンバ

が選択されます。プライオリティの高いグループ メンバがアクティブ メンバに  
なります。プライオリティの高いメンバが常にアクティブ メンバとして選択さ 
れるようにするには、preempt  コマンドを使用します。この設定は、デフォルト  
でイネーブルです。詳細については、「プリエンプションの設定」を参照してく

ださい。

アクティブ メンバで FT グループのプライオリティを設定するには、FT グルー    
プ コンフィギュレーションモードで priority コマンドを使用します。FT グルー    
プのプライオリティは、両方のピア モジュール上で設定する必要があります。最 
初にアクティブになるメンバが存在する ACE 上のグループに、より高いプライ  
オリティを設定します。このコマンドの構文は、次のとおりです。

priority number 

number 引数には、ローカル ピアでの FT グループのプライオリティを指定しま    
す。1 ～ 255 の整数を入力します。デフォルトは 100 です。
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ヒント アクティブ メンバに指定する FT グループ メンバに、より高いプライオリティ    
を設定します。

たとえば、アクティブ メンバで FT グループのプライオリティを設定するには、   
次のように入力します。

host1/Admin(config-ft-group)# priority 150

デフォルトのプライオリティである 100 に戻すには、次のように入力します。

host1/Admin(config-ft-group)# no priority

スタンバイ FT グループ メンバへのプライオリティの割り当て

リモート スタンバイ メンバで FT グループのプライオリティを設定するには、FT    
グループ コンフィギュレーションモードで peer priority コマンドを使用します。    
FT グループのプライオリティは、両方の冗長モジュール上で設定する必要があ 
ります。最初にスタンバイになるメンバが存在する ACE 上の FT グループに、よ    
り低いプライオリティを設定します。このコマンドの構文は、次のとおりです。

peer priority number

number 引数には、スタンバイ メンバでの FT グループのプライオリティを指定    
します。1 ～ 255 の整数を入力します。デフォルトは 100 です。

ヒント スタンバイ メンバとして選択する FT グループ メンバに、より低いプライオリ    
ティを設定します。

（注） ACE は、ピアの Admin コンテキストに関連付けられた FT グループで peer      
priority コマンド値に基づく設定同期（sync）をバルク実行するわけではありま 
せん。したがって、実際の稼働値は、実行コンフィギュレーション ファイルの 
ピア プライオリティ値と異なる可能性があります。bulk config sync（バルク設定   
同期）の詳細については、「冗長構成の同期化」を参照してください。
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たとえば、リモート スタンバイ メンバで FT グループ メンバのプライオリティ     
を設定するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-ft-group)# peer priority 50

デフォルトのプライオリティである 100 に戻すには、次のように入力します。

host1/Admin(config-ft-group)# no peer priority

プリエンプションの設定

プリエンプションを設定すると、常に、プライオリティの高いグループ メンバ 
が自身の優先権を行使し、アクティブ メンバになります。デフォルトで、プリ 
エンプションはイネーブルです。ディセーブルにされていたプリエンプションを

設定にするには、FT グループ コンフィギュレーションモードで preempt  コマン     
ドを使用します。このコマンドの構文は、次のとおりです。

preempt

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config-ft-group)# preempt

プリエンプションをディセーブルにするには、次のように入力します。

host1/Admin(config-ft-group)# no preempt

（注） no preempt コマンドによってプリエンプションをディセーブルにしている場  
合、あるメンバがアクティブになったあと、それよりもプライオリティの高い

別のメンバが検出されても、そのメンバはスタンバイ メンバになります。
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FT グループのサービス開始

（注） FT グループのサービスを開始する前に、FT グループに 1 つのコンテキストが関    
連付けられ、さらに 2 つのピアが正しく設定されていることを確認してくださ  
い。

FT グループのサービスを開始するには、FT グループ コンフィギュレーション   
モードで inservice コマンドを使用します。このコマンドの構文は、次のとおり  
です。

inservice

たとえば、FT グループのサービスを開始するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-ft-group)# inservice

FT グループのサービスを停止するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-ft-group)# no inservice

FT グループの変更

FT グループを変更する必要がある場合、FT グループ コンフィギュレーション   
モードで以下の手順を実行します。

ステップ 1 no inservice コマンドを使用して、FT グループのサービスを停止します。

ステップ 2 FT グループに対して必要な変更を行います。

ステップ 3 inservice コマンドを実行して、FT グループのサービスを再開します。

（注） priority、peer priority、 および preempt  の各コマンド値は、FT グループのサー      
ビスを停止しなくても変更できます。
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ピア ホスト名の指定
ピア ACE のホスト名を指定するには、Admin コンテキストのコンフィギュレー   
ションモードで peer hostname  コマンドを使用します。このコマンドの詳細につ    
いては、第 1 章「ACE の設定」を参照してください。

共有 VLAN 用の MAC アドレス バンクの指定
共有 VLAN（FT VLAN）を使用したローカル ACE とピア ACE で使用する MAC       
アドレス バンクを指定するには、それぞれ shared-vlan-hostid コマンドおよび   
peer shared-vlan-hostid コマンドを Admin コンテキストのコンフィギュレーショ    
ンモードで使用します。これらのコマンドは、2 つのピア ACE 間で MAC アドレ     
スが衝突しないように設定します。必ず、ローカル ACE で使用されているピア  
とは異なるピアで MAC アドレス バンクを選択してください。このコマンドの詳   
細については、『Cisco Application Control Engine Module Routing and Bridging       
Configuration Guide』を参照してください。

強制フェールオーバー

特定のコンテキストをスタンバイ状態に切り替える場合（たとえば、現在アク

ティブなコンテキスト上での保守またはソフトウェア アップグレードの実行な 
ど）、スイッチオーバーを発生させる必要があります。スタンバイ グループ メン  
バがステートフルに FT グループのアクティブ メンバになれる場合は、スイッチ   
オーバーが発生します。

スイッチオーバーを発生させるには、EXEC モードで ft switchover  コマンドを     
使用します。このコマンドを使用するには、no preempt コマンドを使用して、プ  
リエンプションをディセーブルにする必要があります。preempt コマンドの詳細 
については、「プリエンプションの設定」を参照してください。

 ft switchover コマンドの構文は、次のとおりです。

ft switchover [all [force] | force | [group_id [force]]]

キーワード、引数、およびオプションは次のとおりです。

 • all — （任意）ACE に設定されているすべての FT グループで同時にスイッ     
チオーバーを発生させます。
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 • force — （任意）スタンバイ メンバの状態を無視して、スイッチオーバーを   
発生させます。このオプションは、FT VLAN がダウンしている場合にのみ  
使用します。

 • group_id — （任意）スイッチオーバーの対象となる FT グループ。既存の FT     
グループの ID を １ ～ 255 の整数で指定します。

ft switchover コマンドは、Admin コンテキストから入力した場合と、ユーザ コン    
テキストから入力した場合とで、次のように動作が異なります。

 • Admin コンテキスト — FT グループ ID を指定すると、そのグループ ID に        
よって指定された FT グループがスイッチオーバーの対象になります。グ  
ループ ID を指定しないと、Admin コンテキストがスイッチオーバーの対象   
になります。

 • ユーザ コンテキスト — ユーザ コンテキストでは FT グループ ID を指定でき        
ないため、コマンドを入力したコンテキストがスイッチオーバーの対象にな

ります。

たとえば、FT グループ 1 のアクティブ モジュールからスタンバイ モジュールへ     
フェールオーバーを発生させるには、次のように入力します。

host1/Admin# ft switchover 1
This command will cause card to switchover (yes/no)? [no] yes
host1/Admin#

冗長構成の同期化

FT グループのアクティブ コンテキストおよびスタンバイ コンテキストの実行コ   
ンフィギュレーションを一致させるために、ACE は自動的に、2 つのコンテキス  
ト間で実行コンフィギュレーションの同期化を実行します。アクティブ コンテキ 
ストが新しい設定または既存の設定に対する変更を受け入れると、ACE は自動的 
に新しい設定または設定の変更をスタンバイ コンテキストに適用し、スタンバイ 
コンテキストでコンフィギュレーションモードをディセーブルにします。

ACE では、次の 2 つのタイプの設定同期をサポートしています。

 • バルク設定同期 — ピアが起動されたか、または自動同期がイネーブルであ  
る場合に、アクティブ コンテキスト設定全体をスタンバイ コンテキストに  
同期化します。

 • ダイナミック設定同期 — ピアが起動されている場合、アクティブ コンテキ   
ストに適用されている設定をスタンバイ コンテキストに同期化します。
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明示的にディセーブルにされていた実行コンフィギュレーション ファイルおよ 
びスタートアップ コンフィギュレーション ファイルの自動同期化をイネーブル  
にするには、コンフィギュレーションモードで ft auto-sync  コマンドを使用しま    
す。

たとえば、設定の変更をテストするために、アクティブ ACE 上で一時的に ft   
auto-sync running-config をディセーブルにしたあと、設定同期を再度イネーブル  
にすると、アクティブ ACE に対して実行されたすべての変更がスタンバイ ACE   
に複製されます。設定同期がアクティブ ACE でディセーブルになっている場合  
でも、スタンバイ ACE は STANDBY_HOT 状態のままである点に注意してくだ    
さい（FT ステートの詳細については、表 6-2 を参照してください）。設定同期を  
長期間ディセーブルにした状態でアクティブ ACE を稼働する場合は、アクティ  
ブ ACE 上で加えた変更をすべてスタンバイ ACE に手動で複製して、接続の複製    
が正しく動作することを確認する必要があります。

（注） 冗長構成における 2 台の ACE 間でライセンスの不一致があると、auto-sync コマ     
ンドは自動的にディセーブルにされ、syslog にメッセージが記録されます。

このコマンドの構文は、次のとおりです。

ft auto-sync {running-config | startup-config}

キーワードは次のとおりです。

 • running-config — 実行コンフィギュレーション ファイルの自動同期化をイ   
ネーブルにします。デフォルトはイネーブルです。

 • startup-config — スタートアップ コンフィギュレーション ファイルの自動    
同期化をイネーブルにします。デフォルトはイネーブルです。

注意 Admin コンテキストで ft auto-sync running-config をディセーブルに切り替えた     
場合に、同じコマンドがアクティブ ユーザ コンテキストでもディセーブルされ  
ていると、予期せぬ不具合が発生する可能性があります。ft auto-sync running- 
config を、アクティブな Admin コンテキストとアクティブなユーザ コンテキス    
トの両方でディセーブルにしたあと、先にアクティブな Admin コンテキストで  
イネーブルにすると、スタンバイ ユーザ コンテキストの全設定が失われます。  
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ft auto-sync running-config コマンドは、常に、アクティブ ユーザ コンテキスト     
でイネーブルにしてから、アクティブ Admin コンテキストでイネーブルにして  
ください。

（注） 設定同期に失敗すると、実行コンフィギュレーション ファイルは、スタートアッ 
プ コンフィギュレーション ファイルに戻ります。

ACE は、現在のコンテキストで、copy running-config startup-config コマンドま    
たは write memory コマンドを入力しないかぎり、実行コンフィギュレーション   
ファイルの変更内容をスタートアップ コンフィギュレーション ファイルにコ  
ピーまたは書き出すことはありません。すべてのコンテキストで、実行コンフィ

ギュレーション ファイルの内容をスタートアップ コンフィギュレーション ファ   
イルに書き出すには、write memory all コマンドを使用します。現時点では、ft   
auto-sync startup-config コマンドがイネーブルになっていると、ACE は、アク   
ティブ ACE 上のスタートアップ コンフィギュレーション ファイルをスタンバ    
イ ACE と同期化します。

ACE は、アクティブ コンテキストに存在する SSL 証明書とキーのペアを、FT グ     
ループのスタンバイ コンテキストと同期化することはありません。ACE が設定  
同期の実行を試みたが、必要な証明書とキーがスタンバイ コンテキスト上で検 
出されない場合、設定同期は失敗し、スタンバイ コンテキストは  
STANDBY_COLD ステートになります。FT ステートの詳細については、表 6-2  
を参照してください。

注意 スタンバイ コンテキストが STANDBY_COLD ステートの場合、FT グループの    
アクティブ コンテキストで no inservice コマンドのあとに inservice コマンドを      
入力しないでください。そのような操作を行うと、スタンバイ コンテキストの 
実行コンフィギュレーション ファイルによって、アクティブ コンテキストの実  
行コンフィギュレーション ファイルが上書きされてしまう場合があります。
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スタンバイ コンテキストに証明書とキーをコピーするには、crypto export コマ   
ンドを使用して、アクティブ コンテキストから FTP または TFTP サーバに証明     
書とキーをエクスポートしてから、crypto import コマンドを使用して、スタン  
バイ コンテキストに証明書とキーをインポートする必要があります。証明書と 
キーのインポートおよびエクスポートに関する詳細については、『Cisco
Application Control Engine Module SSL Configuration Guide』を参照してください。

その際、スタンバイ コンテキストを STANDBY_HOT ステートに戻すために、必   
要な SSL 証明書とキーをスタンバイ コンテキストにインポートしたあと、必ず   
アクティブ コンテキスト設定のバルク同期を実行してください。それには、FT 
グループのアクティブ コンテキストのコンフィギュレーションモードで、次の 
コマンドを入力します。

1. no ft auto-sync running-config

2. ft auto-sync running-config

たとえば、ディセーブルになっていた C1 コンテキスト内の実行コンフィギュ  
レーション ファイルの自動同期化をイネーブルにするには、次のように入力し 
ます。

host1/C1(config)# ft auto-sync running-config
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トラッキングと障害検出の設定
ここでは、ACE のトラッキングと障害検出機能について説明します。この機能を 
使用すると、特定のネットワーク アイテムがクリティカルな状態であることを特 
定できます。これにより、1 つまたは複数のアイテムで障害が発生したとき、そ 
れに応じて、ACE が関連するアクティブ FT グループのプライオリティを低くし   
ます。アクティブ FT グループのプライオリティが、対応するスタンバイ上の FT   
グループのプライオリティよりも低くなると、スイッチオーバーが発生します。

ここで説明する内容は、次のとおりです。

 • トラッキングと障害検出の概要

 • ホストまたはゲートウェイ用のトラッキングと障害検出の設定

 • インターフェイス用のトラッキングと障害検出の設定

 • HSRP グループ用のトラッキングと障害検出プロセスの作成

トラッキングと障害検出の概要

ACE では、複数のネットワーク アイテムのトラッキングと障害検出をサポート  
しています。ACE では、Admin コンテキストおよび任意のユーザ コンテキスト   
において、次の各アイテムのトラッキングと障害検出を実行するように設定でき

ます。

 • ゲートウェイまたはホスト

 • インターフェイス

 • Hot Standby Router Protocol（HSRP; ホットスタンバイ ルータ プロトコル）グ      
ループ

トラッキングと障害検出の対象として設定され、さらに FT グループのアクティ  
ブ メンバに関連付けられているアイテムの 1 つから応答がなくなると、デフォ   
ルトで、ACE は、そのアクティブ メンバの設定済みプライオリティから 0 を減    
算します。トラッキング プライオリティにゼロ以外の値を設定した場合に、ア 
クティブ メンバのプライオリティ値がスタンバイ メンバのプライオリティ値を  
下回ると、アクティブ メンバでスイッチオーバーが発生し、スタンバイ メンバ  
が新しいアクティブ メンバになります。スイッチオーバー時に存在しているす 
べてのアクティブ フローは、FT グループの新しいアクティブ メンバによって中   
断することなく引き継がれます。
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障害が発生したアイテムが復旧すると、デフォルトで、ACE は対応するグルー 
プ メンバのプライオリティを 0 だけ増分します。トラッキング プライオリティ    
にゼロ以外の値を設定した場合に、スタンバイ メンバのプライオリティ値がア 
クティブ メンバのプライオリティ値を上回ると、スイッチオーバーによって、ス 
タンバイ状態になっていたメンバがアクティブ グループ メンバに復帰します。

トラッキング対象アイテムの単位プライオリティを 0 より大きい値に設定する  
こともできます。この機能を使用すると、トラック対象オブジェクトの一部また

は全部で障害が発生した場合にスイッチオーバーが発生するように、スイッチ

オーバーのシナリオを微調整することができます。

（注） スイッチオーバーのトラッキングを作動させるにはプリエンプションを設定す

る必要があります。プリエンプションの詳細については、「プリエンプションの

設定」を参照してください。

たとえば、ACE 1 で、アクティブ FT グループ メンバにプライオリティとして     
100 を設定し、ACE 2 で、スタンバイ FT グループ メンバにプライオリティとし      
て 70 を設定したとします。このとき、3 つのクリティカルなインターフェイス   
を、それぞれ単位プライオリティ 15 でトラッキングするように FT グループを    
設定したとします。スイッチオーバーが発生するには、3 つのすべてのインター 
フェイスで障害が発生し、結果としてアクティブ メンバのプライオリティがス 
タンバイ メンバのプライオリティを下回る必要があります（100 – 45 = 55）。

その他のシナリオについても説明します。各 FT グループ メンバに、上述の例   
（100 と 70）と同じプライオリティを設定したとします。このとき、3 つのトラッ   
ク対象インターフェイスを、それぞれ単位プライオリティ 40 でトラッキングす  
るように FT グループを設定します。この場合、アクティブ メンバに関連付けら   
れたいずれか 1 つのインターフェイスがダウンすると、アクティブ メンバのプ   
ライオリティがスタンバイ メンバのプライオリティを下回るため、スイッチ 
オーバーが発生します。ダウンしたインターフェイスがその後復旧すると、ACE
は、対応するグループ メンバのプライオリティを 40 増分するため、再度スイッ   
チオーバーが発生して、スタンバイ状態になっていたメンバがアクティブ メン 
バに復帰します。トラッキングされているいずれかのアイテムがダウンした場合

に確実にスイッチオーバーを発生させるには、各トラッキング対象アイテムの単

位プライオリティとグループ メンバのプライオリティを同じ値に設定します。 
先ほどの例では、単位プライオリティを 100 に設定することになります。
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ホストまたはゲートウェイ用のトラッキングと障害検出の設定

ここでは、ゲートウェイまたはホストのトラッキングと障害検出の設定方法につ

いて説明します。ここで説明する内容は、次のとおりです。

 • ホストまたはゲートウェイ用のトラッキングおよび障害検出プロセスの作

成

 • アクティブ メンバによってトラッキングされるゲートウェイまたはホスト 
IP アドレスの設定

 • ホスト トラッキングのためのアクティブ メンバのプローブ設定

 • 複数プローブのためのアクティブ メンバでのプライオリティの設定

 • スタンバイ メンバによってトラッキングされるゲートウェイまたはホスト 
IP アドレスの設定

 • ホスト トラッキングのためのスタンバイ メンバ上のプローブの設定

 • 複数プローブのためのスタンバイ メンバでのプライオリティの設定

 • ゲートウェイのトラッキング設定の例

ホストまたはゲートウェイ用のトラッキングおよび障害検出プロセスの作成

ゲートウェイまたはホスト用のトラッキングおよび障害検出プロセスを作成す

るには、コンフィギュレーションモードで  ft track host コマンドを使用します。     
このコマンドの構文は、次のとおりです。

ft track host name

name 引数には、トラッキング プロセスの一意な識別子を指定します。識別子は、  
64 文字以内の英数字（空白文字は含めず、引用符で囲まないこと）で指定します。

たとえば、ゲートウェイ用のトラッキング プロセスを作成するには、次のよう 
に入力します。

host1/Admin(config)# ft track host TRACK_GATEWAY1
host1/Admin(config-ft-track-host)#

ゲートウェイ トラッキング プロセスを削除するには、次のように入力します。

host1/Admin(config)# no ft track host TRACK_GATEWAY1
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アクティブ メンバによってトラッキングされるゲートウェイまたはホスト IP アドレス
の設定

アクティブ メンバがゲートウェイまたはホストをトラッキングできるようにす 
るには、ゲートウェイまたはホストの IP アドレスを設定する必要があります。IP  
アドレスを設定にするには、FT トラック ホスト コンフィギュレーションモード   
で track-host コマンドを使用します。このコマンドの構文は、次のとおりです。

track-host ip_address

ip_address 引数には、アクティブ FT グループ メンバがトラッキングするゲート    
ウェイまたはホストの IP アドレスを指定します。IP アドレスはドット付き 10 進     
表記で入力します（例：192.168.12.101）。

たとえば、IP アドレス 192.168.12.101 のゲートウェイをトラッキングするには、   
次のように入力します。

host1/Admin(config-ft-track-host)# track-host 192.168.12.101

ホスト トラッキングのためのアクティブ メンバのプローブ設定

ゲートウェイまたはホストのヘルス状態をトラッキングするには、アクティブ

FT グループ メンバ上に 1 つまたは複数のプローブを設定します。プローブの作    
成方法の詳細については、『Cisco Application Control Engine Module Server     
Load-Balancing Configuration Guide』を参照してください。既存のプローブをゲー  
トウェイまたはホストと関連付けてアクティブ メンバによるトラッキングを行 
うには、FT トラック ホスト コンフィギュレーションモードで probe コマンドを     
使用します。このコマンドの構文は、次のとおりです。

probe name priority number

キーワードと引数は次のとおりです。

 • name — トラッキングに使用するためにゲートウェイまたはホストと関連付  
ける既存のプローブを指定します。

 • priority number — アクティブ メンバによって送信されるプローブのプライ    
オリティを指定します。0 ～ 255 の整数を入力します。デフォルトは 0 です。     
値が大きいほどプライオリティが高くなります。プライオリティ値は、プ

ローブによってトラッキングされるゲートウェイまたはホストの相対重要

度に基づいて割り当てます。プローブがダウンすると、ACE は、number 引  
数に指定された値だけ、アクティブ メンバでの FT グループのプライオリ   
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ティを減らします。アクティブ メンバでの FT グループのプライオリティ   
が、スタンバイ メンバでの FT グループのプライオリティよりも低くなる   
と、スイッチオーバーが発生します。

（注） アクティブ FT グループ メンバの設定からプローブを削除した場合、その FT グ     
ループのトラッキング プライオリティが設定されていないと（「複数プローブの 
ためのアクティブ メンバでのプライオリティの設定」を参照）、ACE は、削除  
したプローブのプライオリティ値だけ、その FT グループの正味のプライオリ  
ティを増分します。ACE がプローブをトラッキングに使用している場合は、実 
行コンフィギュレーション ファイルからプローブを削除することはできませ 
ん。

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config-ft-track-host)# probe TCP_PROBE1 priority 50

アクティブ メンバからトラッキング プローブを削除するには、次のように入力  
します。

host1/Admin(config-ft-track-host)# no probe TCP_PROBE1

複数プローブのためのアクティブ メンバでのプライオリティの設定

複数のトラッキング プローブが定義されているときにアクティブ メンバが使用  
するトラッキング プライオリティを割り当てることができます。アクティブ メ  
ンバに複数のプローブのプライオリティを割り当てるには、FT トラッキング ホ  
スト コンフィギュレーションモードで priority コマンドを使用します。このコマ   
ンドの構文は、次のとおりです。

priority number

number 引数には、アクティブ メンバでのプローブのプライオリティを指定しま  
す。プライオリティは、0 ～ 255 の整数で入力します。デフォルトは 0 です。値     
が大きいほどプライオリティが高くなります。プライオリティ値は、プローブに

よってトラッキングされるゲートウェイまたはホストの相対重要度に基づいて

割り当てます。すべてのプローブがダウンすると、ACE は、number 引数に指定  
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された値だけ、アクティブ メンバでの FT グループのプライオリティを減らしま   
す。アクティブ メンバでの FT グループのプライオリティが、スタンバイ メン    
バでの FT グループのプライオリティよりも低くなると、スイッチオーバーが発  
生します。

次に例を示します。

host1/Admin(config-ft-track-host)# priority 50

プライオリティをデフォルトの 0 にリセットするには、次のように入力します。

host1/Admin(config-ft-track-host)# no priority 50

スタンバイ メンバによってトラッキングされるゲートウェイまたはホスト IP アドレス
の設定

スタンバイ メンバがゲートウェイまたはホストをトラッキングできるようにす 
るには、ゲートウェイまたはホストの IP アドレスを設定する必要があります。IP  
アドレスを設定にするには、FT トラック ホスト コンフィギュレーションモード   
で peer track-host コマンドを使用します。このコマンドの構文は、次のとおりで   
す。

peer track-host ip_address

ip_address 引数には、スタンバイ FT グループ メンバがトラッキングするゲート    
ウェイまたはホストの IP アドレスを指定します。IP アドレスはドット付き 10 進     
表記で入力します（例：172.16.27.1）。

たとえば、IP アドレス 172.16.27.1 のゲートウェイをトラッキングするには、次   
のように入力します。

host1/Admin(config-ft-track-host)# peer track-host 172.16.27.1

スタンバイ メンバによってトラッキングされているホストを削除するには、次 
のように入力します。

host1/Admin(config-ft-track-host)# no peer track-host 172.16.27.1
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ホスト トラッキングのためのスタンバイ メンバ上のプローブの設定

ゲートウェイまたはホストのヘルス状態をトラッキングするには、スタンバイ

メンバ上に 1 つまたは複数のプローブを設定します。プローブの作成方法の詳細  
については、『Cisco Application Control Engine Module Server Load-Balancing      
Configuration Guide』を参照してください。既存のプローブをゲートウェイまた 
はホストと関連付けてスタンバイ メンバによるトラッキングを行うには、FT ト  
ラック ホスト コンフィギュレーションモードで peer probe コマンドを使用しま     
す。このコマンドの構文は、次のとおりです。

peer probe name priority number

キーワードと引数は次のとおりです。

 • name — トラッキングに使用するためにゲートウェイまたはホストと関連付  
ける既存のプローブを指定します。

 • priority number — スタンバイ メンバによって送信されるプローブのプライ    
オリティを指定します。0 ～ 255 の整数を入力します。デフォルトは 0 です。     
値が大きいほどプライオリティが高くなります。プライオリティ値は、プ

ローブによってトラッキングされるゲートウェイまたはホストの相対重要

度に基づいて割り当てます。プローブがダウンすると、ACE は、number 引  
数に指定された値だけ、スタンバイ メンバでの FT グループのプライオリ   
ティを減らします。

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config-ft-track-host)# peer probe TCP_PROBE1 priority 25

スタンバイ メンバからトラッキング プローブを削除するには、次のように入力  
します。

host1/Admin(config-ft-track-host)# no peer probe TCP_PROBE1

複数プローブのためのスタンバイ メンバでのプライオリティの設定

複数のトラッキング プローブが定義されているときに FT グループのスタンバ   
イ メンバが使用するトラッキング プライオリティを割り当てることができま  
す。スタンバイ メンバに複数のプローブのプライオリティを割り当てるには、FT 
トラッキング ホスト コンフィギュレーションモードで peer priority コマンドを     
使用します。このコマンドの構文は、次のとおりです。
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peer priority number

number 引数には、スタンバイ メンバ上のゲートウェイまたはホストに設定され  
たプローブのプライオリティを指定します。プライオリティは、0 ～ 255 の整数   
で入力します。デフォルトは 0 です。値が大きいほどプライオリティが高くなり  
ます。プライオリティ値は、プローブによってトラッキングされるゲートウェイ

またはホストの相対重要度に基づいて割り当てます。すべてのプローブがダウン

すると、ACE は、number 引数に指定された値だけ、スタンバイ メンバでの FT    
グループのプライオリティを減らします。

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config-ft-track-host)# peer priority 25

スタンバイ メンバで、複数のプローブ プライオリティをデフォルトの 0 にリ    
セットするには、次のように入力します。

host1/Admin(config-ft-track-host)# no peer priority 25

ゲートウェイのトラッキング設定の例

次に、FT グループのアクティブ メンバ上のゲートウェイのトラッキング設定の  
例を示します。

ft track host TRACK_GATEWAY
  track-host 192.161.100.1
  probe GATEWAY_TRACK1 priority 10
  probe GATEWAY_TRACK2 priority 20
  priority 50

この設定例では、GATEWAY_TRACK1 プローブがダウンすると、ACE は、アク  
ティブ メンバでの FT グループのプライオリティを 10 だけ減らします。     
GATEWAY_TRACK2 プローブがダウンすると、ACE は、アクティブ メンバで   
の FT グループのプライオリティを 20 だけ減らします。両方のプローブがダウ    
ンすると、ACE は、アクティブ メンバでの FT グループのプライオリティを 50     
減らします。アクティブ メンバでの FT グループのプライオリティが、スタンバ   
イ メンバでの FT グループのプライオリティよりも低くなると、その時点で、ス   
イッチオーバーが発生します。
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スタンバイ メンバ上にトラッキングを設定するには、peer コマンドを使用しま  
す。詳細については、「ホスト トラッキングのためのスタンバイ メンバ上のプ  
ローブの設定」および「複数プローブのためのスタンバイ メンバでのプライオ 
リティの設定」を参照してください。

インターフェイス用のトラッキングと障害検出の設定

ここでは、インターフェイスのトラッキングと障害検出を設定するためのコマン

ドについて説明します。ここで説明する内容は、次のとおりです。

 • インターフェイス用のトラッキングと障害検出プロセスの作成

 • アクティブ メンバによってトラッキングされるインターフェイスの設定

 • アクティブ メンバにおけるトラッキング対象インターフェイスのプライオ 
リティの設定

 • スタンバイ メンバによってトラッキングされるインターフェイスの設定

 • スタンバイ メンバにおけるトラッキング対象インターフェイスのプライオ 
リティの設定

 • インターフェイスのトラッキング設定の例

インターフェイス用のトラッキングと障害検出プロセスの作成

インターフェイス用のトラッキングおよび障害検出プロセスを作成するには、コ

ンフィギュレーションモードで  ft track interface  コマンドを使用します。この      
コマンドの構文は、次のとおりです。

ft track interface name

name 引数には、トラッキング プロセスの一意な識別子を指定します。識別子は、  
64 文字以内の英数字（空白文字は含めず、引用符で囲まないこと）で指定します。

（注） ACE がトラッキングに使用しているインターフェイスを削除することはできま 
せん。また、FT VLAN をトラッキング用に設定することはできません。
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たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config)# ft track interface TRACK_VLAN100

インターフェイス トラッキング プロセスを削除するには、次のように入力しま  
す。

host1/Admin(config)# no ft track interface TRACK_VLAN100

アクティブ メンバによってトラッキングされるインターフェイスの設定

アクティブ メンバがトラッキングするインターフェイスを設定にするには、FT 
トラッキング インターフェイス コンフィギュレーション モードで、 
track-interface vlan コマンドを使用します。このコマンドの構文は、次のとおり  
です。

track-interface vlan vlan_id

vlan_id 引数には、アクティブ メンバ上に設定された既存の VLAN の VLAN ID      
を 2 ～ 4094 の整数で指定します。

たとえば、クリティカルなインターフェイス VLAN 100 をトラッキングするに   
は、次のように入力します。

host1/Admin(config-ft-track-intf)# track-interface vlan 100

トラッキング プロセスから VLAN 100 を削除するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-ft-track-intf)# no track-interface vlan 100

アクティブ メンバにおけるトラッキング対象インターフェイスのプライオリティの設定

アクティブ メンバがトラッキングしているインターフェイスにプライオリティ 
を割り当てるには、FT トラッキング インターフェイス コンフィギュレーション   
モードで priority コマンドを使用します。このコマンドの構文は、次のとおりで  
す。

priority number
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number 引数には、アクティブ メンバ上のインターフェイスのプライオリティを  
指定します。プライオリティは、0 ～ 255 の整数で入力します。デフォルトは 0    
です。値が大きいほどプライオリティが高くなります。プライオリティ値は、ト

ラッキングするインターフェイスの相対重要度に基づいて割り当てます。

トラッキングしているインターフェイスがダウンすると、ACE は、number 引数  
に指定された値だけ、アクティブ メンバでの FT グループのプライオリティを減   
らします。アクティブ メンバでの FT グループのプライオリティが、スタンバイ   
メンバでの FT グループのプライオリティよりも低くなると、スイッチオーバー  
が発生します。

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config-ft-track-intf)# priority 50

アクティブ メンバ上のインターフェイス プライオリティをデフォルト値の 0 に    
リセットするには、次のように入力します。

host1/Admin(config-ft-track-intf)# no priority 50

スタンバイ メンバによってトラッキングされるインターフェイスの設定

スタンバイ メンバがトラッキングするインターフェイスを設定にするには、FT 
トラッキング インターフェイス コンフィギュレーション モードで、peer   
track-interface vlan コマンドを使用します。このコマンドの構文は、次のとおり  
です。

peer track-interface vlan vlan_id

vlan_id 引数には、スタンバイ メンバ上に設定された既存の VLAN の VLAN ID      
を 2 ～ 4094 の整数で指定します。

たとえば、クリティカルなインターフェイス VLAN 200 をトラッキングするに   
は、次のように入力します。

host1/Admin(config-ft-track-intf)# peer track-interface vlan 200

トラッキング プロセスから VLAN 200 を削除するには、次のように入力します。

host1/Admin(config-ft-track-intf)# no peer track-interface vlan 200
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スタンバイ メンバにおけるトラッキング対象インターフェイスのプライオリティの設定

スタンバイ メンバがトラッキングしているインターフェイスにプライオリティ 
を割り当てるには、FT トラッキング インターフェイス コンフィギュレーション   
モードで、peer priority コマンドを使用します。このコマンドの構文は、次のと  
おりです。

peer priority number

number 引数には、スタンバイ メンバ上のインターフェイスのプライオリティを  
指定します。プライオリティは、0 ～ 255 の整数で入力します。デフォルトは 0    
です。値が大きいほどプライオリティが高くなります。プライオリティ値は、ト

ラッキングするインターフェイスの相対重要度に基づいて割り当てます。

トラッキングしているインターフェイスがダウンすると、ACE は、number 引数  
に指定された値だけ、スタンバイ メンバでの FT グループのプライオリティを減   
らします。アクティブ メンバでの FT グループのプライオリティが、スタンバイ   
メンバでの FT グループのプライオリティよりも低くなると、スイッチオーバー  
が発生します。

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config-ft-track-intf)# peer priority 25

スタンバイ メンバ上のインターフェイス プライオリティをデフォルト値の 0 に    
リセットするには、次のように入力します。

host1/Admin(config-ft-track-intf)# no peer priority 25

インターフェイスのトラッキング設定の例

次に、FT グループのアクティブ メンバ上のインターフェイスのトラッキング設  
定例を示します。

ft track interface TRACK_VLAN100
  track-interface vlan 100
  priority 50
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この設定例では、VLAN 100 がダウンすると、ACE は、アクティブ メンバでの    
FT グループのプライオリティを 50 だけ減らします。アクティブ メンバでの FT     
グループのプライオリティが、スタンバイ メンバでの FT グループのプライオリ   
ティよりも低くなると、その時点で、スイッチオーバーが発生します。

スタンバイ メンバ上にトラッキングを設定するには、peer コマンドを使用しま  
す。詳細については、「スタンバイ メンバによってトラッキングされるインター 
フェイスの設定」および「スタンバイ メンバにおけるトラッキング対象インター 
フェイスのプライオリティの設定」を参照してください。

HSRP グループ用のトラッキングと障害検出の設定
ここでは、Catalyst 6500 スーパーバイザ エンジンに設定済みの HSRP 用のトラッ     
キングおよび障害検出プロセスの設定に必要なコマンドについて説明します。こ

こで説明する内容は、次のとおりです。

 • 準備作業

 • HSRP グループ用のトラッキングと障害検出プロセスの作成

 • アクティブ メンバ上のトラッキング対象 HSRP グループの設定

 • アクティブ メンバによってトラッキングされる HSRP グループのプライオ   
リティの設定

 • スタンバイ メンバ上でトラッキングされる HSRP グループの設定

 • スタンバイ メンバにおけるトラッキング対象 HSRP グループのプライオリ   
ティの設定

 • HSRP グループのトラッキング設定の例

準備作業

（注） 最善の結果を得るため、ACE 上で HSRP のトラッキングおよび障害検出を設定   
する前に、以下の設定要件について確認してください。
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ACE 上で HSRP トラッキングおよび障害検出プロセスを設定する前に、スーパー   
バイザ エンジン上で HSRP グループを設定する必要があります。たとえば、スー   
パーバイザ エンジン上で HSRP グループ（名前を含む）を設定したが、そのグ   
ループがアクティブ ステートでもスタンバイ ステートでもない場合、ACE 上で   
show ft track detail コマンドを入力すると、次のような出力が表示されます。

Track type                   : TRACK_HSRP
HSRP Group Name              : test
State                        : TRACK_DOWN (HSRP Group does not exist 
                               on the Supervisor or it is in the INIT 
                               State)
Priority                     : 20
Transitions                  : 1

HSRP グループがスタンバイ ステートの場合、ACE 上で show ft track detail コマ        
ンドを入力すると、次のような出力が表示されます。

Track type                   : TRACK_HSRP
HSRP Group Name              : test
State                      : TRACK_DOWN (HSRP Group is Standby on 
                                the Supervisor)
Priority                     : 20
Transitions                  : 1

HSRP グループがアクティブ ステートの場合、ACE 上で show ft track detail コマ        
ンドを入力すると、次のような出力が表示されます。

Track type                   : TRACK_HSRP
HSRP Group Name              : test
State                        : TRACK_UP 
Priority                     : 20
Transitions                  : 2

ACE 上で HSRP トラッキング プロセスを設定したあと、スーパーバイザ エンジ     
ン上で HSRP グループ（名前を含む）を設定した場合、ACE 上で show ft track      
detail コマンドを入力すると、期待どおりの結果が出力される場合とそうでない 
場合とがあります。

ACE 上で HSRP トラッキング プロセスを設定したあと、スーパーバイザ エンジ     
ン上で HSRP グループの名前を変更すると、それ以降、ACE にステート通知が   
送信されなくなります。スーパーバイザ エンジン上で HSRP グループの名前を   
変更したら、ACE 上で HSRP トラッキング プロセスを削除する必要があります。
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HSRP グループ用のトラッキングと障害検出プロセスの作成

HSRP グループ用のトラッキングおよび障害検出プロセスを作成するには、コン 
フィギュレーションモードで  ft track hsrp コマンドを使用します。このコマン     
ドの構文は、次のとおりです。

ft track hsrp tracking_process_name

tracking_process_name 引数には、トラッキング プロセスの一意な識別子を指定し  
ます。識別子は、64 文字以内の英数字（空白文字は含めず、引用符で囲まない 
こと）で指定します。ACE では、HSRP グループを 250 個までトラッキングでき    
ます。

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config)# ft track hsrp HSRP_TRACK_PROCESS1
host1/Admin(config-ft-track-hsrp)#

HSRP グループ トラッキング プロセスを削除するには、次のように入力します。

host1/Admin(config)# no ft track hsrp HSRP_TRACK_PROCESS1

アクティブ メンバ上のトラッキング対象 HSRP グループの設定

FT グループのアクティブ メンバ上の HSRP グループをトラッキングするには、    
FT トラッキング HSRP コンフィギュレーションモードで track-hsrp コマンドを     
使用します。このコマンドの構文は、次のとおりです。

track-hsrp name

name 引数には、Catalyst スーパーバイザ上で設定済みの HSRP グループのうち、    
アクティブ メンバ上でトラッキングする HSRP グループの識別子を指定します。   
識別子は、64 文字以内の英数字（空白文字は含めず、引用符で囲まないこと）で 
指定します。ACE では、HSRP グループを 250 個までトラッキングできます。

ACE 上でトラッキングするための正しい HSRP グループ識別子を取得するには、   
Catalyst 6500 シリーズ スイッチまたは 7600 シリーズ ルータ上で show standby        
vlan コマンドを入力します。
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たとえば、次のように入力します。

sh-ace-6k-1# show standby vlan 120
Vlan120 - Group 120
  Local state is Active, priority 200, may preempt
  Hellotime 3 sec, holdtime 10 sec
  Next hello sent in 2.022
  Virtual IP address is 192.168.120.254 configured
  Active router is local
  Standby router is 192.168.120.252 expires in 8.360
  Virtual mac address is 0000.0c07.ac78
  7 state changes, last state change 21:54:53
  IP redundancy name is "hsrp-Vl120-120" (default)
  Priority tracking 1 interface or object, 1 up:
    Interface or object        Decrement  State
    GigabitEthernet4/35          110      Up   

HSRP グループ名として IP 冗長名（上記の出力例の太字部分）を使用します。ス   
イッチまたはルータは、この名前を HSRP グループに自動的に割り当てます。

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config-ft-track-hsrp)# track-hsrp hsrp-vl120-120

トラッキング プロセスから HSRP グループを削除するには、次のように入力し   
ます。

host1/Admin(config-ft-track-hsrp)# no track-hsrp 

アクティブ メンバによってトラッキングされる HSRP グループのプライオリティの設
定

FT グループのアクティブ メンバ上でトラッキングしている HSRP グループにプ    
ライオリティを割り当てるには、FT トラッキング HSRP コンフィギュレーショ   
ンモードで priority コマンドを使用します。このコマンドの構文は、次のとおり  
です。

priority number

number 引数には、HSRP グループのプライオリティを 0 ～ 255 の整数で入力しま      
す。デフォルトは 0 です。値が大きいほどプライオリティが高くなります。プラ  
イオリティ値は、トラッキングする HSRP グループの相対重要度に基づいて割り  
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当てます。HSRP グループがダウンすると、ACE は、number 引数に指定された   
値だけ、アクティブ メンバでの FT グループのプライオリティを減らします。ア   
クティブ メンバでの FT グループのプライオリティが、スタンバイ メンバでの    
FT グループのプライオリティよりも低くなると、スイッチオーバーが発生しま 
す。

（注） FT グループ メンバ上で HSRP トラッキングを設定したが、その HSRP グループ      
がスーパーバイザ エンジン上に存在しない場合、ACE は、そのトラッキング プ   
ロセスに TRACK_DOWN とマーキングし、その FT グループの正味のプライオ    
リティをトラッキング プライオリティ値の分だけ自動的に減らします。

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config-ft-track-hsrp)# priority 50

プライオリティをデフォルトの 0 にリセットするには、次のように入力します。

host1/Admin(config-ft-track-hsrp)# no priority 50

スタンバイ メンバ上でトラッキングされる HSRP グループの設定

FT グループのスタンバイ メンバ上の HSRP グループをトラッキングするには、    
FT トラッキング HSRP コンフィギュレーションモードで peer track-hsrp コマン      
ドを使用します。このコマンドの構文は、次のとおりです。

peer track-hsrp name

name 引数には、スーパーバイザ上で設定済みの HSRP グループのうち、FT グ    
ループのスタンバイ メンバ上でトラッキングする HSRP グループの識別子を指   
定します。識別子は、64 文字以内の英数字（空白文字は含めず、引用符で囲ま 
ないこと）で指定します。

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config-ft-track-hsrp)# peer track-hsrp HSRP_GRP1
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トラッキング プロセスから HSRP グループを削除するには、次のように入力し   
ます。

host1/Admin(config-ft-track-hsrp)# no peer track-hsrp HSRP_GRP1

スタンバイ メンバにおけるトラッキング対象 HSRP グループのプライオリティの設定

FT グループのスタンバイ メンバ上でトラッキングしている HSRP グループにプ    
ライオリティを割り当てるには、FT トラッキング HSRP コンフィギュレーショ   
ンモードで peer priority コマンドを使用します。このコマンドの構文は、次のと   
おりです。

peer priority number

number 引数には、HSRP グループのプライオリティを 0 ～ 255 の整数で入力しま      
す。デフォルトは 0 です。値が大きいほどプライオリティが高くなります。プラ  
イオリティ値は、トラッキングする HSRP グループの相対重要度に基づいて割り  
当てます。HSRP グループがダウンすると、ACE は、number 引数に指定された   
値だけ、スタンバイ メンバでの FT グループのプライオリティを減らします。

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin(config-ft-track-hsrp)# peer priority 25

プライオリティをデフォルトの 0 にリセットするには、次のように入力します。

host1/Admin(config-ft-track-hsrp)# no peer priority 25

HSRP グループのトラッキング設定の例

次に、FT グループのアクティブ メンバ上の HSRP グループのトラッキング設定    
例を示します。

ft track hsrp TRACK_HSRP_GRP1
  track-hsrp HSRP_GRP1
  priority 50
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この設定例では、HSRP_GRP1 グループがダウンすると、ACE は、アクティブ メ   
ンバでの FT グループのプライオリティを 50 だけ減らします。アクティブ メン     
バでの FT グループのプライオリティが、スタンバイ メンバでの FT グループの     
プライオリティよりも低くなると、その時点で、スイッチオーバーが発生します。

スタンバイ メンバ上にトラッキングを設定するには、peer コマンドを使用しま  
す。詳細については、「スタンバイ メンバ上でトラッキングされる HSRP グルー   
プの設定」および「スタンバイ メンバにおけるトラッキング対象 HSRP グルー   
プのプライオリティの設定」を参照してください。
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冗長構成の例
次の例に、冗長構成で動作する単一の ACE モジュールの耐障害性（FT）を定義  
する実行コンフィギュレーションを示します。アクティブ モジュールからスタ 
ンバイ モジュールへのフェールオーバーを行うには、最大 2 つの ACE モジュー     
ル（ピア）による冗長性を設定する必要があります。

（注） すべての FT パラメータは、Admin コンテキストで設定します。

この設定では、以下の冗長性コンポーネントについて説明します。

 • FT グループのメンバ間の通信に使用する専用の FT VLAN。両方のピア モ    
ジュール上で同じ VLAN を設定する必要があります。

 • FT ピアの定義。

 • Admin コンテキストに関連付けられた FT グループ。

 • インターフェイス用のクリティカルなトラッキングおよび障害検出プロセ

ス。

冗長構成は、太字で示してあります。

hostname ACE_Module_1

access-list ACL1 line 10 extended permit ip any any

class-map type management match-any L4_REMOTE-MGT_CLASS
  2 match protocol telnet any
  3 match protocol ssh any
  4 match protocol icmp any
  5 match protocol http any
  7 match protocol snmp any
  8 match protocol https any

policy-map type management first-match L4_REMOTE-MGT_POLICY
  class L4_REMOTE-MGT_CLASS
    permit

interface vlan 100
  ip address 192.168.83.219 255.255.255.0
  peer ip address 192.168.83.230 255.255.255.0
  alias 192.168.83.200 255.255.255.0
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  access-group input ACL1
  service-policy input L4_REMOTE-MGT_POLICY
  no shutdown

ft interface vlan 200
  ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
  peer ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
  no shutdown

ft peer 1
  ft-interface vlan 200
  heartbeat interval 300
  heartbeat count 10

ft group 1
  peer 1
  priority 200
  associate-context Admin
  inservice

ft track interface TRACK_VLAN100
  track-interface vlan 100
  peer track-interface vlan 200
  priority 50
  peer priority 5

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.83.1 
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冗長構成情報の表示
ここでは、show コマンドを使用して冗長構成の設定情報と統計情報を表示する 
方法について説明します。具体的な内容は次のとおりです。

 • 冗長構成の表示

 • FT グループ情報の表示

 • 冗長内部ソフトウェア履歴の表示

 • IDMAP テーブルの表示

 • メモリ統計情報の表示

 • ピア情報の表示

 • FT 統計情報の表示

 • FT トラッキング情報の表示

冗長構成の表示

冗長構成を表示するには、EXEC モードで show running-config ft  コマンドを使      
用します。このコマンドの構文は、次のとおりです。

show running-config ft

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin# show running-config ft

FT グループ情報の表示
冗長構成の統計情報をコンテキスト別に表示するには、EXEC モードで show ft   
group コマンドを使用します。このコマンドの構文は、次のとおりです。

 show ft group {brief | {[group_id]{detail | status | summary}}}

キーワード、引数、およびオプションは次のとおりです。

 • brief — ACE で設定されているすべての FT グループのグループ ID、ローカ      
ル ステート、ピア ステート、コンテキスト名、コンテキスト ID を表示しま    
す。
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 • group group_id — 指定した FT グループの FT グループ統計情報を表示しま       
す。Admin コンテキストでこのキーワードを指定すると、ACE 内のすべて  
の FT グループの統計情報を表示します。Admin コンテキストでは、FT グ    
ループ番号を指定することによって、個々のグループの統計情報を表示でき

ます。ユーザ コンテキストでこのキーワードを指定すると、そのユーザ コ  
ンテキストが属する FT グループの統計情報のみを表示します。

 • detail — すべての FT グループまたは指定した FT グループの詳細な情報を      
表示します。detail キーワードで表示される情報には、autosync のステータ  
スや autosync が running-config と startup-config の両方でイネーブルまたは      
ディセーブルされているかどうか、などが含まれます。

 • status — すべての FT グループまたは指定した FT グループの現在の動作ス      
テータスを表示します。

 • summary — すべての FT グループまたは指定した FT グループのサマリー情      
報を表示します。

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin# show ft group group1 detail

表 6-2 に、show ft group  コマンド出力の各フィールドについて説明します。

表 6-2 show ft group コマンド出力のフィールドの説明 

フィールド 説明

FT Group FT グループ識別子
Configured Status FT グループの設定済みステート in-service または 

out-of-service のいずれか
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Maintenance Mode FT グループのローカル コンテキストの現在のメン  
テナンス モード。アプリケーションは、ピアと通信 
不能になったとき、ライセンスが一致しないとき、

アプリケーション エラーが多発したときなどに、メ 
ンテナンス モードをオンにできます。以下のステー 
トがあります。

 • MAINT_MODE_OFF — メンテナンス モードが   
オフです。

 • MAINT_MODE_PARTIAL — すべてのスタンバ  
イ コンテキストが  
FSM_FT_STATE_STANDBY_COLD ステートに 
移行します（「My State」 フィールドの説明を参  
照）。ACE は、設定同期に失敗すると、このモー 
ドを開始します。

 • MAINT_MODE_FULL — ACE 上のすべてのコ   
ンテキストが非冗長になったため、ピア コンテ 
キストがアクティブになります。ACE は、モ 
ジュールをリブートする直前にこのモードを開

始します。このモードは主に、ACE ソフトウェ 
アをアップグレードする際に使用されます。

表 6-2 show ft group コマンド出力のフィールドの説明（続き）

フィールド 説明
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My State ローカル ACE の FT グループ メンバのステートで     
す。以下のステートがあります。

 • FSM_FT_STATE_INIT — FT グループの設定は   
存在しますが、グループがサービスを開始して

いません。これは、FT グループの各 メンバ（ロー  
カルおよびピア）の初期ステートです。

 • FSM_FT_STATE_ELECT — FT グループの   
inservice コマンドを設定すると、ローカル グ  
ループ メンバはこのステートを開始します。 
ローカル コンテキストは、選択プロセスを介し 
て、FT グループのピア コンテキストとネゴシ  
エートし、自身のステートを決定します。一方

のメンバが ACTIVE ステートを、他方のメンバ  
が STANDBY_CONFIG ステートを開始します。

 • FSM_FT_STATE_ACTIVE — FT グループのロー   
カル メンバがアクティブで、フローを処理して 
います。

 • FSM_FT_STATE_STANDBY_COLD — FT VLAN   
はダウンしているが、ピア デバイスは動作して 
いるか、設定またはアプリケーションのステー

ト同期に失敗しました。コンテキストがこのス

テートになると、スイッチオーバーが発生し、

ACTIVE ステートへの移行がステートレスにな 
ります。

 • FSM_FT_STATE_STANDBY_CONFIG — ローカ  
ル スタンバイ コンテキストが、FT グループ内   
のアクティブなピア コンテキストからの設定情 
報の受信を待機しています。アクティブなピア

コンテキストは、実行コンフィギュレーション

ファイルのスナップショットをローカルのスタ

ンバイ コンテキストに送信するよう指示する通 
知を受信します。

表 6-2 show ft group コマンド出力のフィールドの説明（続き）

フィールド 説明
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My State（続き）  • FSM_FT_STATE_STANDBY_BULK — ローカル  
スタンバイ コンテキストが、アクティブなピア 
コンテキストからのステート情報の受信を待機

しています。アクティブなピア コンテキストは、 
すべてのアプリケーションの現在のステート情

報のスナップショットをスタンバイ コンテキス 
トに送信するよう指示する通知を受信します。

 • FSM_FT_STATE_STANDBY_HOT — スイッチ  
オーバーが発生した際、ローカル スタンバイ コ  
ンテキストが、ステートフルにアクティブ ス 
テートになるために必要なすべてのステート情

報を保持しています。

My Config Priority ローカル ACE の FT グループに設定されたプライオ    
リティ

My Net Priority 設定済みのプライオリティから FT トラッキング障  
害のプライオリティを差し引いた FT グループのプ  
ライオリティ（存在する場合）

My Preempt ローカル ACE の FT グループのプリエンプション値    
Enabled または Disabled のいずれか

Peer State リモート ACE の FT グループのステート。各ステー    
ト値については、「My State」 フィールドの説明を参  
照してください。

Peer Config Priority リモート ACE の FT グループに設定されたプライオ    
リティ

Peer Net Priority 設定済みのプライオリティと FT トラッキング障害  
のプライオリティから算出されたリモート ACE の  
FT グループのプライオリティ

Peer Preempt リモート ACE の FT グループのプリエンプション値    
Enabled または Disabled のいずれか

Peer ID FT ピア識別子
Last State Change Time ピアが前回、アクティブからスタンバイ、またはそ

の逆に変更された日時

表 6-2 show ft group コマンド出力のフィールドの説明（続き）

フィールド 説明
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冗長内部ソフトウェア履歴の表示

冗長内部ソフトウェア履歴を表示するには、EXEC モードで show ft history コマ     
ンドを使用します。このコマンドの構文は、次のとおりです。

 show ft history {cfg_cntlr | ha_dp_mgr | ha_mgr}

キーワードは次のとおりです。

 • cfg_cntlr — 設定コントローラのデバッグ ログを表示します。

 • ha_dp_mgr — ハイ アベイラビリティ（HA）データプレーン マネージャの    
デバッグ ログを表示します。

 • ha_mgr — HA マネージャのデバッグ ログを表示します。

Running Cfg Sync Enabled 実行コンフィギュレーション用設定同期の設定済み

ステート Enabled または Disabled のいずれか
Running Cfg Sync Status 実行コンフィギュレーションの設定同期の現在のス

テータス（実行コンフィギュレーション同期の完了

など）

Startup Cfg Sync Enabled スタートアップ コンフィギュレーション用設定同 
期の設定済みステート。Enabled または Disabled のい   
ずれか

Startup Cfg Sync Status スタートアップ コンフィギュレーション用設定同 
期の現在のステータス（スタートアップ コンフィ 
ギュレーション同期がディセーブルされているな

ど）

No. of Contexts FT グループに関連付けられているコンテキストの 
番号

Context Name FT グループに関連付けられているコンテキストの 
名前

Context ID FT グループに関連付けられているコンテキストの 
識別子

表 6-2 show ft group コマンド出力のフィールドの説明（続き）

フィールド 説明
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たとえば、次のように入力します。

host1/Admin# show ft history cfg_cntlr

IDMAP テーブルの表示
IDMAP テーブルには、ACE の 7 つの各オブジェクト タイプについて、ローカル     
ACE とピア（スタンバイ）ACE 間の IDMAP テーブルのリストが格納されてい    
ます。各オブジェクト タイプのローカル ID とピア ID は、同一である場合と異     
なる場合がありますが、マッピング（ローカル ID とピア ID）は、アクティブ   
ACE とスタンバイ ACE で一致していなければなりません。ACE は、設定同期と    
ステートの複製にこれらのマッピングを使用します。IDMAP テーブルを表示す 
るには、EXEC モードで show ft idmap コマンドを使用します。このコマンドの     
構文は、次のとおりです。

show ft idmap

表 6-3 に、ACE で使用可能な IDMAP テーブルのオブジェクト タイプの一覧を示     
します。

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin# show ft idmap

表 6-3 ACE IDMAP テーブル内のオブジェクト タイプ 

オブジェクト タイプ オブジェクト名

0 REAL ID

1 RSERVER ID

2 SERVERFARM ID

3 POLICY ID

4 STICKY GROUP ID

5 IF ID

6 CONTEXT ID
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メモリ統計情報の表示

コンテキスト別のメモリ統計情報を表示するには、EXEC モードで show ft   
memory コマンドを使用します。このコマンドの構文は、次のとおりです。

 show ft memory [detail]

オプションの detail キーワードを指定すると、Admin コンテキストでのみ、詳細  
な HA マネージャ メモリ統計情報が表示されます。

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin# show ft memory detail

ピア情報の表示

ピア情報を表示するには、EXEC モードで show ft peer コマンドを使用します。     
このコマンドの構文は、次のとおりです。

show ft peer peer_id {detail | status | summary}

キーワードと引数は次のとおりです。

 • peer_id — リモート ピアの一意な識別子です。

 • detail — 詳細なピア情報を表示します。

 • status — ピアの現在の動作ステータスを表示します。

 • summary — ピアのサマリー情報を表示します。

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin# show ft peer 1

表 6-4 に、show ft peer  コマンド出力の各フィールドについて説明します。
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表 6-4 show ft peer コマンド出力のフィールドの説明 

フィールド 説明

Peer ID FT グループのリモート コンテキストの識別子
State ピアの現在のステートです。以下のステートがありま

す。

FSM_PEER_STATE_INIT — 設定後のピアの初期ステー  
トです。

FSM_PEER_STATE_MY_IPADDR — ローカル ACE の    
IP アドレスが設定されていません。ローカル IP アドレ   
スが設定されるのを待機しています。

FSM_PEER_STATE_PEER_IPADDR — ピアの IP アドレ    
スが設定されていません。ピア IP アドレスが設定され  
るのを待機しています。

FSM_PEER_STATE_START_HB — ピアの設定が完了し  
ました。ハートビートを開始して、ピア デバイスが存 
在するかどうかを確認します。

FSM_PEER_STATE_TL_SETUP — ハートビートがピア  
デバイスの存在を検出しました。冗長機能が、ピアとの

TCP 接続を確立しているところです。この接続は、設定 
データ、アプリケーション ステート情報、冗長プロト 
コル パケットを伝送します。

FSM_PEER_STATE_SRG_CHECK — ピア デバイスとの   
ソフトウェア バージョンの互換性を確認しています。

FSM_PEER_STATE_LIC_CHECK — ピア デバイスとの   
ライセンスの互換性を確認しています。

FSM_PEER_STATE_COMPATIBLE — バージョンとラ  
イセンスを確認した結果、ピアと互換性があり、冗長性

を実現できることを示しています。
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State（続き） FSM_PEER_STATE_FT_VLAN_DOWN — FT VLAN は    
ダウンしていますが、ローカル ACE は、クエリー イン   
ターフェイスを介して、ピアがまだ動作中であると判断

しました。

FSM_PEER_STATE_DOWN — ピア デバイスがダウン   
しています。

FSM_PEER_STATE_ERROR — ピアでエラーが発生し  
たかどうかを示すステータスです。バージョンが一致し

ない、ライセンスが一致しない、ピアとの TCP 接続の  
確立に失敗した、などのエラーが考えられます。syslog
メッセージには、より詳細な情報が表示されます。

Maintenance Mode FT グループのピア コンテキストの現在のメンテナンス  
モードです。アプリケーションは、ピアと通信不能に

なったとき、ライセンスが一致しないとき、アプリケー

ション エラーが多発したときなどに、メンテナンス 
モードをオンにできます。以下のステートがあります。

 • MAINT_MODE_OFF — メンテナンス モードがオフ   
です。

 • MAINT_MODE_PARTIAL — すべてのスタンバイ  
コンテキストが STANDBY_COLD ステートに移行  
します。ACE は、設定同期に失敗すると、このモー 
ドを開始します。

 • MAINT_MODE_FULL — ACE 上のすべてのコンテ   
キストが非冗長になったため、ピア コンテキスト 
がアクティブになります。ACE は、モジュールを 
リブートする直前にこのモードを開始します。この

モードは主に、ACE ソフトウェアをアップグレー 
ドする際に使用されます。

FT VLAN FT VLAN として設定されたインターフェイスの数
My IP Addr ローカル ACE の IP アドレス
Peer IP Addr ピア ACE の IP アドレス

表 6-4 show ft peer コマンド出力のフィールドの説明（続き）

フィールド 説明
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Query VLAN クエリー VLAN として設定されたインターフェイスの  
識別子

Peer Query IP Addr FT VLAN がダウンしたとき、ピアのヘルス状態を取得  
するために使用するクエリー インターフェイスの IP ア   
ドレス

Heartbeat interval ACE によるハートビート パケットの送信間隔（秒）
Heartbeat Count 失敗したハートビートの回数がこのカウントに達する

と、ACE は、ピアがダウンしたものと判断します。
Tx Packets ローカル ACE がピアに送信したパケットの総数
Tx Bytes ローカル ACE がピアに送信したパケットの合計バイト  

数

Rx Packets ローカル ACE がピアから受信したパケットの総数
Rx Bytes ローカル ACE がピアから受信したパケットの合計バイ  

ト数

Rx Error Bytes ローカル ACE がピアから受信したパケットの合計エ  
ラー バイト数

Tx Keepalive Packets ローカル ACE がピアに送信したキープアライブ パケッ   
トの総数

Rx Keepalive Packets ローカル ACE がピアから受信したキープアライブ パ   
ケットの総数

SRG Compatibility ローカル ACE のソフトウェア バージョンとピア ACE    
のソフトウェア バージョンの互換性の有無を示すス 
テータス INIT、COMPATIBLE、INCOMPATIBLE のい 
ずれか

License Compatibility ローカル ACE のライセンスとピア ACE のライセンス    
の互換性の有無を示すステータス。 

INIT、COMPATIBLE、INCOMPATIBLE のいずれか
FT Groups FT グループの数

表 6-4 show ft peer コマンド出力のフィールドの説明（続き）

フィールド 説明
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FT 統計情報の表示
ピア情報を表示するには、EXEC モードで show ft stats コマンドを使用します。     
このコマンドの構文は、次のとおりです。

show ft stats group_id 

group_id 引数を指定すると、そのグループのロード バランシング統計情報（LB  
統計情報）も表示されます。

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin# show ft stats 1

表 6-5 に、show ft status コマンド出力の各フィールドについて説明します。

表 6-5 show ft status コマンド出力のフィールドの説明 

フィールド 説明

HA ハートビート統計情報
Number of Heartbeats Sent ローカル ACE によって送信されたハートビート  

パケットの総数

Number of Heartbeats Received ローカル ACE によって受信されたハートビート  
パケットの総数

Number of Heartbeats Missed ハートビート パケットを受信しなかったハート 
ビート インターバルの総数

Number of Unidirectional HBs   
Received

リモート ピアがハートビートを受信していない 
ことを示す、ローカル ピアが受信したハート 
ビート（HB）の数。リモート ピアはハートビー 
トを送信していますが、受信していません。

（注） 両ピア モジュールがハートビート パ  
ケットを送信するため、各パケットは相
手ピアがハートビートを受信しているか
どうかを示します。
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ハートビート タイムアウト 
の不一致回数

ローカル ピアがリモート ピアからハートビート  
（HB）を受信したが、ハートビート インターバル 
が一致しなかった回数。ハートビート インター 
バルが一致しないと、ピアは、2 つのインターバ 
ルのうち小さいほうに自身のインターバルを調

整します。

（注） ハートビート インターバルは、両方のピ 
ア モジュールで一致していなければな 
りません。各ハートビート パケットに 
は、パケットの設定済みインターバルが
格納されます。ピアはハートビート パ 
ケットを受信すると、ローカルに設定さ
れているインターバルが自身のインター
バルと一致しているかどうか確認しま
す。

Num of Peer Up Events Sent ローカル ACE がリモート ACE に送信した Peer     
Up メッセージの回数

Num of Peer Down Events Sent ローカル ACE がリモート ACE に送信した Peer     
Down メッセージの回数

FT グループ N の LB ステート

送信側統計情報

Number of Sticky Entries   
Shared

ローカル ACE がリモート ACE に送信したス    
ティッキ データベース エントリの数

Number of Replication 
Packets Sent

ローカル ACE がリモート ACE に送信した、複製    
情報が格納されたパケットの数

Number of Send Failures ローカル ACE がリモート ACE にパケットの送    
信を試みて失敗した回数

表 6-5 show ft status コマンド出力のフィールドの説明（続き）

フィールド 説明
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FT トラッキング情報の表示
トラッキング情報を表示するには、EXEC モードで show ft track コマンドを使用     
します。このコマンドの構文は、次のとおりです。

show ft track {detail | status | summary}

キーワードは次のとおりです。

 • detail — 詳細なトラッキング情報を表示します。

 • status — ピアの現在の動作ステータスと追加情報を表示します。

 • summary — ピアのサマリー情報を表示します。

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin# show ft track detail

HSRP トラッキングに使用する show ft track コマンドの出力の詳細については、     
「準備作業」を参照してください。

表 6-6 に、show ft track コマンド出力の各フィールドについて説明します。

受信側統計情報

Number of Sticky Entries   
Dropped

リモート ACE がローカル ACE にスティッキ    
データベース エントリを送信したが、ローカル 
ACE が廃棄した回数

Number of Replication 
Packets Received

ローカル ACE がリモート ACE から受信した、複    
製情報が格納されたパケットの数

Number of Receive 
Failures

リモート ACE がローカル ACE にパケット送信    
したが、ローカル ACE が受信に失敗した回数

表 6-5 show ft status コマンド出力のフィールドの説明（続き）

フィールド 説明
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表 6-6 show ft track コマンド出力のフィールドの説明 

フィールド 説明

FT Group FT グループ識別子
Status FT グループの設定済みステート in-service または 

out-of-service のいずれか
Maintenance Mode FT グループのローカル コンテキストの現在のメンテナン  

ス モード。アプリケーションは、ピアと通信不能になった 
とき、ライセンスが一致しないとき、アプリケーション エ 
ラーが多発したときなどに、メンテナンス モードをオンに 
できます。以下のステートがあります。

 • MAINT_MODE_OFF — メンテナンス モードがオフで   
す。

 • MAINT_MODE_PARTIAL — すべてのスタンバイ コン   
テキストが FSM_FT_STATE_STANDBY_COLD ステー  
トに移行します（「My State」 フィールドの説明を参  
照）。ACE は、設定同期に失敗すると、このモードを 
開始します。

 • MAINT_MODE_FULL — ACE 上のすべてのコンテキ   
ストが非冗長になったため、ピア コンテキストがアク 
ティブになります。ACE は、モジュールをリブートす 
る直前にこのモードを開始します。このモードは主に、

ACE ソフトウェアをアップグレードする際に使用され 
ます。
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My State ローカル ACE の FT グループ メンバのステートです。以下     
のステートがあります。

 • FSM_FT_STATE_INIT — FT グループの各 メンバ（ロー    
カルおよびピア）の初期ステートです。FT グループの 
設定は存在しますが、グループがサービスを開始して

いません。

 • FSM_FT_STATE_ELECT — FT グループの inservice コ     
マンドを設定すると、ローカル グループ メンバはこの  
ステートを開始します。ローカル コンテキストは、選 
択プロセスを介して、FT グループのピア コンテキスト  
とネゴシエートし、自身のステートを決定します。一

方のメンバが ACTIVE ステートを、他方のメンバが  
STANDBY_CONFIG ステートを開始します。

 • FSM_FT_STATE_ACTIVE — FT グループのローカル   
メンバがアクティブで、フローを処理しています。

 • FSM_FT_STATE_STANDBY_COLD — FT VLAN はダ    
ウンしているが、ピア デバイスは動作しているか、設 
定またはアプリケーションのステート同期に失敗しま

した。コンテキストがこのステートになると、スイッ

チオーバーが発生し、ACTIVE ステートへの移行がス 
テートレスになります。

 • FSM_FT_STATE_STANDBY_CONFIG — ローカル ス   
タンバイ コンテキストが、FT グループ内のアクティブ  
なピア コンテキストからの設定情報の受信を待機して 
います。アクティブなピア コンテキストは、実行コン 
フィギュレーション ファイルのスナップショットを 
ローカルのスタンバイ コンテキストに送信するよう指 
示する通知を受信します。

 • FSM_FT_STATE_STANDBY_BULK — ローカル スタ   
ンバイ コンテキストが、アクティブなピア コンテキス  
トからのステート情報の受信を待機しています。アク

ティブなピア コンテキストは、すべてのアプリケー 
ションの現在のステート情報のスナップショットをス

タンバイ コンテキストに送信するよう指示する通知を 
受信します。

表 6-6 show ft track コマンド出力のフィールドの説明（続き）

フィールド 説明
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My State（続き）  • FSM_FT_STATE_STANDBY_HOT — スイッチオー  
バーが発生した際、ローカル スタンバイ コンテキスト  
が、ステートフルにアクティブ ステートになるために 
必要すべてのステート情報を保持しています。

My Config Priority ローカル ACE の FT グループに設定されたプライオリティ
My Net Priority 設定済みのプライオリティから FT トラッキング プロセス   

エラーのプライオリティを差し引いた FT グループのプラ  
イオリティ（存在する場合）

My Preempt ローカル ACE の FT グループのプリエンプション値    
Enabled または Disabled のいずれか

Context Name FT グループに関連付けられているコンテキストの名前
Context ID FT グループに関連付けられているコンテキストの識別子
Track Type トラッキングされているオブジェクトのタイプ

TRACK_HOST、TRACK_HSRP、TRACK_INTERFACE の
いずれか

HSRP Group name トラッキング中の Catalyst 6500 シリーズ スイッチ上に設定    
された HSRP グループの識別子

State トラッキング プロセスのステート。可能な値は、
TRACK_UP または TRACK_DOWN です。

Priority トラッキング プロセスのプライオリティ
Transitions FT グループのアクティブ メンバがスタンバイ メンバにス   

イッチオーバーした回数

Probe Count TRACK_HOST に関連付けられているプローブの数
Probes Down 失敗したプローブの数

表 6-6 show ft track コマンド出力のフィールドの説明（続き）

フィールド 説明
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冗長統計情報のクリア
冗長統計情報をクリアするには、次の各セクションで説明するコマンドを使用し

ます。特に明記のないかぎり、ここに示すすべてのコマンドは Admin コンテキ  
ストで入力する必要があります。

（注） ACE で冗長構成を行う場合は、アクティブとスタンバイの両方の ACE で統計情   
報を明示的にクリアする必要があります。アクティブ モジュールだけで統計情 
報をクリアしても、スタンバイ モジュールの統計情報はクリアされません。

ここで説明する内容は、次のとおりです。

 • トランスポート レイヤ統計情報のクリア

 • ハートビート統計情報のクリア

 • トラッキング関連統計情報のクリア

 • すべての冗長統計情報のクリア

 • 冗長構成履歴のクリア

トランスポート レイヤ統計情報のクリア
ACE が、show ft peer detail コマンド出力の一部として表示するトランスポート     
レイヤ関連のすべてのカウンタをクリアするには、EXEC モードで clear ft   
ha-stats コマンドを使用します。このコマンドの構文は、次のとおりです。

clear ft ha-stats

このコマンドを実行すると、次のトランスポート レイヤ カウンタがクリアされ  
ます。

 • Tx Packets

 • Tx Bytes

 • Rx Packets

 • Rx Bytes

 • Rx Error Bytes
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これらの各フィールドの詳細については、「ピア情報の表示」を参照してくださ

い。

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin# clear ft ha-stats

ハートビート統計情報のクリア

ハートビート関連情報をクリアするには、EXEC モードで clear ft hb-stats コマン     
ドを使用します。このコマンドを初めて入力すると、ACE はハートビート統計 
情報カウンタをゼロに設定し、最新の統計情報のコピーをローカルに格納しま

す。以降、show ft hb-stats コマンドを入力すると、ACE はローカルに格納した    
統計情報と現在の統計情報の差分を表示します。このコマンドの構文は、次のと

おりです。

clear ft hb-stats 

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin# clear ft hb-stats

トラッキング関連統計情報のクリア

Admin FT グループのみ、ユーザ コンテキスト FT グループのみ、または ACE に       
設定されているすべての FT グループについてトラッキング関連統計情報をクリ  
アするには、EXEC モードで clear ft-track stats コマンドを使用します。このコ     
マンドの構文は、次のとおりです。

clear ft track-stats [all]

オプションの all キーワードを指定すると、ACE に設定されているすべての FT    
グループのトラッキング統計情報がクリアされます。このキーワードは、Admin
コンテキストのみで使用します。all キーワードを指定せずに、このコマンドを 
Admin コンテキストで入力すると、その Admin コンテキストに関連付けられた   
FT グループのみを対象として、トラッキング統計情報がクリアされます。ユー 
ザ コンテキストでは all キーワードを入力できないため、そのユーザ コンテキス    
トに関連付けられた FT グループのみを対象として、トラッキング統計情報がク  
リアされます。
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たとえば、ACE に設定されているすべての FT グループのトラッキング統計情報   
をクリアするには、次のように入力します。

host1/Admin# clear ft track-stats all

すべての冗長統計情報のクリア

すべての冗長関連情報（すべての TL、ハートビート、およびトラッキング カウ  
ンタを含む）をクリアするには、EXEC モードで clear ft all コマンドを使用しま     
す。このコマンドは Admin コンテキストでのみ使用します。このコマンドの構  
文は、次のとおりです。

clear ft all

（注） このコマンドは冗長構成履歴には影響を与えません。冗長構成履歴を表示する

には、clear ft history コマンドを使用します。詳細については、「冗長構成履歴   
のクリア」を参照してください。

たとえば、次のように入力します。

host1/Admin# clear ft all

冗長構成履歴のクリア

冗長構成履歴をクリアするには、EXEC モードで clear ft history コマンドを使用     
します。このコマンドは Admin コンテキストでのみ使用します。このコマンド  
の構文は、次のとおりです。

clear ft history {cfg_cntlr | ha_dp_mgr | ha_mgr}

キーワードは次のとおりです。

 • cfg_cntlr — 設定コントローラのデバッグ ログをクリアします。

 • ha_dp_mgr — HA（冗長）データプレーン マネージャのデバッグ ログをク    
リアします。

 • ha_mgr — HA（冗長）マネージャのデバッグ ログをクリアします。
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たとえば、次のように入力します。

host1/Admin# clear ft history cfg_cntlr
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C H A P T E R 7
SNMP の設定

この章では、Cisco Application Control Engine（ACE）モジュールに Cisco MIB     
（Management Information Base; 管理情報ベース）を照会し、NMS（Network   

Management System; ネットワーク管理システム）にイベント通知を送信するよう  
に SNMP（簡易ネットワーク管理プロトコル）を設定する方法について説明しま 
す。

この章の内容は、次のとおりです。

 • SNMP の概要

 • SNMP コンフィギュレーション クイック スタート

 • SNMP ユーザの設定

 • SNMP コミュニティの定義

 • SNMP コンタクトの設定

 • SNMP ロケーションの設定

 • SNMP 通知の設定

 • SNMPv1 トラップのトラップ送信元アドレスとしての VLAN インターフェ   
イス割り当て

 • 管理コンテキストの IP アドレスから ACE ユーザ コンテキストのデータに     
アクセスする場合

 • ACE コンテキストに対応する SNMPv3 エンジン ID の設定

 • SNMP 管理トラフィック サービスの設定

 • SNMP の設定例

 • SNMP 統計情報の表示
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SNMP の概要
SNMP は NMS、SNMP エージェント、および ACE などの管理対象デバイス間に     
おける管理情報の交換を容易にするためのアプリケーション レイヤ プロトコル  
です。NMS にトラップ（イベント通知）を送信するように ACE を設定できま   
す。または、NMS を使用して、ACE 上の MIB を参照することもできます。

ACE には、ネットワーク モニタリングをサポートする SNMP エージェントがあ    
ります。ACE がサポートするのは SNMP Version 1（SNMPv1）、SNMP Version 2c      
（SNMPv2c）、および SNMP Version 3（SNMPv3）です。

SNMPv1 および SNMPv2c では、コミュニティ ストリングの照合によって認証を    
行います。コミュニティ ストリングは、強制力の弱いアクセス コントロールで  
す。SNMPv3 では、SNMP ユーザを使用した強力な認証機能により、アクセス コ   
ントロールが強化されています。SNMPv1 や SNMPv2c の使用は避け、できるだ   
け SNMPv3 を使用するようにしてください。

SNMPv3 は、相互運用が可能な、標準型のネットワーク管理プロトコルです。 
SNMPv3 では、ネットワーク上のフレームの認証と暗号化を組み合わせることに 
より、デバイスに対するセキュアなアクセスを実現しています。SNMPv3 が提供 
するセキュリティ機能は、次のとおりです。

 • メッセージ整合性 — パケットが伝送中に改ざんされていないことを保証し  
ます。

 • 認証 — 有効な送信元からのメッセージであるかどうかを判別します。

 • 暗号化 — パケット コンテンツのスクランブルによって、不正な送信元が認   
識できないようにします。

ここで説明する内容は、次のとおりです。

 • マネージャおよびエージェント

 • SNMP マネージャおよびエージェントの通信

 • SNMP トラップおよび応答要求

 • SNMPv3 の CLI によるユーザ管理および AAA 統合

 • サポート対象の MIB および通知

 • SNMP の制限事項
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マネージャおよびエージェント

SNMP ではマネージャおよびエージェントというソフトウェア エンティティを  
使用して、ネットワーク デバイスを管理します。

 • マネージャは、ネットワークにおける他のすべての SNMP 管理対象デバイス  
（ネットワーク ノード）を監視して制御します。管理対象ネットワークには、 
SNMP マネージャが最低 1 つは必要です。マネージャはネットワーク上の   
ワークステーションにインストールします。

 • エージェントは、管理対象デバイス（ネットワーク ノード）に配置します。 
エージェントは、SNMP マネージャから命令を受け取り、さらにイベント発 
生時に管理情報を SNMP マネージャへ返り送すソフトウェア モジュールで   
す。エージェントはたとえば、デバイスで送受信されたバイト数、パケット

数、送受信されたブロードキャスト メッセージ数などのデータを報告しま 
す。

SNMP 管理アプリケーションはさまざまですが、実行する基本作業は同じです。 
これらのアプリケーションによって、SNMP マネージャはエージェントと通信 
し、ネットワーク デバイスからのアラートを監視、設定、および受信できます。 
ACE はトラップおよび SNMP get 要求をサポートしますが、デバイス上で値を設    
定する set 要求はサポートしません。SNMP と互換性のある NMS を使用すると、     
ACE を監視できます。

SNMP では、各変数を管理対象オブジェクトと呼んでいます。管理対象オブジェ 
クトとは、エージェントがアクセスでき、NMS に報告できるものです。すべて 
の管理対象オブジェクトは MIB に格納されます。MIB は MIB オブジェクトと呼     
ばれる管理対象オブジェクトのデータベースです。各 MIB オブジェクトは、エー  
ジェントのポートから送信されたバイト数をカウントするなど、特定の 1 つの機  
能を制御します。MIB オブジェクトは MIB 変数からなり、MIB 変数は MIB オブ      
ジェクトの名前、デスクリプション、およびデフォルト値を定義します。ACE
は、定義ごとに値のデータベースを維持します。

MIB を検索すると、必然的に NMS から SNMP get 要求を実行することになりま      
す。任意の SNMPv3、MIB-II 互換ブラウザを使用して、SNMP トラップを受信し   
たり MIB を参照したりできます。
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SNMP マネージャおよびエージェントの通信
SNMP マネージャおよびエージェントは、さまざまな方法で通信できます。PDU 
（プロトコル データ ユニット）は、SNMP マネージャおよびエージェントが情報   
の送受信に使用するメッセージ形式です。

 • SNMP マネージャは、次の動作を実行できます。

－ エージェントから値を取得（get 動作）。SNMP マネージャは、エージェ  
ント デバイスにログオンしたユーザ数、そのデバイス上のクリティカル 
デバイスのステータスなどの情報をエージェントに要求します。エー

ジェントは要求された MIB オブジェクトの値を取得し、マネージャに  
その値を返します（get-response 動作）。変数バインディング（varbind） 
は、要求を受け取った側に、発信元が知りたがっている内容を知らせる

MIB オブジェクトのリストです。変数バインディングはオブジェクト識 
別情報（OID）= 値のペアです。これによって NMS は、受信側が要求を   
満たし、応答を返したときに、必要な情報を容易に識別できるようにな

ります。

－ 指定した変数の直後の値を取得（get-next 動作）。get-next 動作では、一  
連のコマンドを実行することによって、MIB から値のグループを取得し 
ます。get-next 動作を実行することによって、対象の MIB オブジェクト   
の正確なインスタンスを知る必要がなくなります。SNMP マネージャ 
が、指定された変数を使用して、順次検索によって対象の変数を検索す

るからです。

－ 一連の値を取得（get-bulk 動作）。get-bulk 動作では、テーブルの複数の  
行など、大型のデータ ブロックを取得します。そうでない場合、通常は 
多数の小さいデータ ブロックを伝送しなければなりません。SNMP マ  
ネージャは、指定した一連の get-next 動作を実行します。

 • エージェントは、既定の重要イベントがエージェントで発生した場合、いつ

でも SNMP マネージャに割り込みメッセージを送信できます。このメッセー  
ジをイベント通知と呼んでいます。SNMP イベント通知（トラップまたは情 
報要求）は、多数の MIB に組み込まれており、NMS から管理対象デバイス   
に頻繁にポーリング（get 動作による情報収集）を実行しなくてすむように 
なります。ACE がサポートする MIB オブジェクトおよび SNMP 通知の詳細     
については、「サポート対象の MIB および通知」を参照してください。
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SNMP トラップおよび応答要求
特定のイベントが発生したときに、SNMP マネージャに通知（トラップまたは応 
答要求）を送信するように ACE を設定できます。トラップは、受信側がトラッ  
プを受信しても確認応答を送信しないので、送信側でトラップが受信されたかど

うかを調べることができず、信頼性に欠ける場合があります。しかし、応答要求

を受信した SNMP マネージャは、SNMP 応答 PDU でメッセージの確認応答を行     
います。送信側が応答を受信しなかった場合は、通常、応答要求が再送信されま

す。応答要求の所定の宛先に届く可能性が高くなります。

通知には MIB 変数バインディングのリストが含まれ、通知によってリレーされ  
るステータスが明確になります。通知に関連付けられた変数バインディングのリ

ストは、MIB の通知定義に含まれます。シスコでは標準 MIB に関して、変数バ   
インディングを追加することによって一部の通知を拡張し、通知理由がいっそう

明確になるようにしています。

（注） NMS アプリケーションで、各通知に付加された clogOriginID および  
clogOriginIDType 変数バインディングを使用することによって、トラップの発信 
元デバイスを固有のものとして特定できます。logging device-id コンフィギュ  
レーション モード コマンドを使用すると、デバイスを固有のものとして特定す  
る clogOriginID および clogOriginIDType 変数バインディングの値を設定できま    
す。logging device-id コマンドの詳細については、『Cisco Application Control Engine     
Module System Message Guide』を参照してください。

トラップの宛先および応答要求の詳細を取得するには、SNMP-TARGET-MIB を 
使用します。

ACE がサポートする SNMP 通知の詳細については、「サポート対象の MIB およ     
び通知」を参照してください。

SNMPv3 の CLI によるユーザ管理および AAA 統合
ACE では、メッセージ セキュリティおよびロールベース アクセス コントロール    
に対応する SNMPv3 USM（ユーザベース セキュリティ モデル）を含んた RFC     
3414 および RFC 3415 を実装しています。SNMPv3 のユーザ管理は、AAA（認     
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証、認可、アカウンティング）サーバ レベルで中央集中化が可能です。（詳細は 
『Cisco Application Control Engine Module Security Configuration Guide』を参照して       
ください。）この中央集中型のユーザ管理によって、ACE の SNMP エージェント   
は AAA サーバのユーザ認証サービスを利用できます。ユーザ認証の確認後、  
SNMP PDU の処理が続けられます。AAA サーバは、ユーザ グループ名の保管に    
も使用されます。SNMP ではグループ名を使用して、ACE でローカルに使用で  
きるユーザ アクセスおよびロール ポリシーを適用します。

CLI および SNMP ユーザの同期

ユーザ グループ、ロール、またはパスワードの設定を変更すると、SNMP と AAA   
の両方でデータベースが同期化します。username コマンドを使用して CLI ユー   
ザを作成する場合は、『Cisco Application Control Engine Module Virtualization     
Configuration Guide』を参照してください。snmp-server user コマンドを使用して   
SNMP ユーザを作成する場合は、「SNMP ユーザの設定」を参照してください。

ユーザの同期は次のように行われます。

 • no username コマンドを使用してユーザを削除すると、そのユーザは SNMP   
と CLI の両方からも削除されます。ただし、no snmp-server user コマンドを     
使用してユーザを削除した場合は、そのユーザは SNMP からだけ削除され、  
CLI からは削除されません。

 • ユーザロール マッピングの変更は、SNMP と CLI で同期します。

（注） セキュリティ暗号化のために、ローカライズした鍵または暗号化形式で

パスワードを指定した場合、パスワードは同期しません。

 • username コマンドで指定したパスワードは、SNMP ユーザの auth および    
priv パスワードと同期します。

 • 既存の SNMP ユーザは、auth および priv 情報を変更しないまま維持できま     
す。

 • パスワードを指定しないで username コマンドを使用して、SNMP データ   
ベースに存在しない新規ユーザを作成した場合、その SNMP ユーザは  
noAuthNoPriv セキュリティ レベルで作成されます。
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サポート対象の MIB および通知
表 7-1 に、ACE のサポート対象 MIB を示します。

表 7-1 SNMP MIB サポート 

MIB サポート 機能 MIB 説明

スーパーバイザ モジュール MIB
CISCO-ENTITY-FRU- 
CONTROL-MIB

CISCO-ENTITY- 
FRU-CONTROL- 
CAPABILITY

ENTITY-MIB の拡張版として機能。ACE の動作状態を  
監視します。CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB の 
サポートは、管理コンテキストに限られます。

CISCO-ENTITY- 
VENDORTYPE-OID-MIB

該当せず 各種 ACE コンポーネントに割り当てるオブジェクト  
識別情報（OID）を定義します。この MIB の OID は、    
entPhysicalTable の entPhysicalVendorType フィールド   
の値として、ENTITY-MIB の entPhysicalTable で使用   
されます。各 OID は、シャーシ、ラインカード、ポー  
ト アダプタといった物理エンティティのタイプを一 
意に特定します。次に entPhysicalVendorType OID 値の   
リストを示します。

製品名（PID）   entPhysicalVendorType 

ACE10-6500-K9          cevCat6kAce10K9

ACE20-MOD-K9         cevCat6kAce10K9

                  （cevModuleCat6000Type120） 

空気取り入れ口の温度 

                   cevSensorModuleInletTemp

                  （cevSensor 36） 

空気吹き出し口の温度 

                   cevSensorModuleOutletTemp

                  （cevSensor 35） 

その他のデバイス

温度センサー       cevSensorModuleDeviceTemp

                  （cevSensor 31） 
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ENTITY-MIB CISCO-ENTITY- 
CAPABILITY

ネットワーク デバイス内の物理エンティティおよび 
論理エンティティの基本管理および識別を行います。

ENTITY-MIB のソフトウェア サポートは、ACE 内の   
物理エンティティが中心です。このMIB は、スイッチ 
シャーシ内部の各モジュール、電源モジュール、およ

びファン トレイの詳細情報を提供します。ACE 内に  
組み込まれているこれらのエンティティを正確に

マッピングし、シャーシ ビューを作成できるだけの十 
分な情報が得られます。

ENTITY-MIB のサポートは、管理コンテキストに限ら 
れます。

ENTITY-MIB は RFC 4133 で規定されています。
ENTITY-SENSOR-MIB CISCO-ENTITY- 

SENSOR-RFC- 
CAPABILITY

entitySensorValueGroup というグループが 1 つだけ含   
まれます。このグループによって、オブジェクトは物

理センサーの現在値および状態を通知することがで

きます。entitySensorValueGroup には、entPhySensorTable 
というテーブルが 1 つだけ含まれます。このテーブル  
では、センサーのデータ ユニットのタイプ、スケール 
係数、精度、現在値、および動作状態を特定する、少

数の読み取り専用オブジェクトが提供されます。

ENTITY-SENSOR-MIB のサポートは、管理コンテキス 
トに限られます。

ENTITY-SENSOR-MIB は RFC 3433 で規定されていま    
す。

表 7-1 SNMP MIB サポート（続き）

MIB サポート 機能 MIB 説明
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SNMPv3 エージェント MIB
SNMP-COMMUNITY-MIB CISCO-SNMP- 

COMMUNITY- 
CAPABILITY

コミュニティ ストリングとバージョンに依存しない 
SNMP メッセージ パラメータ間のマッピングに関す  
るオブジェクトが含まれます。この MIB はさらに、受  
信した要求の送信元アドレスを検証し、発信する通知

のターゲット アドレスに基づいてコミュニティ スト  
リングを選択するメカニズムを提供します。

SNMP-COMMUNITY-MIB は RFC 3584 で規定されて    
います。

（注） SNMP コミュニティが適用されるのは、 
SNMPv1 と SNMPv2c だけです。SNMPv3 では、    
ユーザが所属するロール グループ、ユーザの 
認証パラメータ、認証パスワード、メッセー
ジ暗号化パラメータの指定などのユーザ設定
情報が必要です。

SNMP-FRAMEWORK-MIB CISCO-SNMP- 
FRAMEWORK- 
CAPABILITY

SNMP エンジン、アクセス コントロール サブシステ   
ムを含め、SNMP 管理フレームワークの要素を定義し 
ます。

SNMP-FRAMEWORK-MIB は RFC 3411 で規定されて    
います。

SNMP-MPD-MIB CISCO-SNMP- 
MPD- 
CAPABILITY

SNMP のメッセージ プロセッシング サブシステムお   
よびディスパッチャを規定します。SNMP エンジンの 
ディスパッチャは、SNMP メッセージを送受信しま 
す。さらに、SNMP アプリケーションに SNMP PDU を    
ディスパッチします。メッセージ プロセッシング モ  
デルは、SNMP のバージョン固有メッセージを処理 
し、セキュリティ サブシステムとの対話を調整するこ 
とによって、取り扱う SNMP メッセージに適切なセ  
キュリティが適用されるようにします。

SNMP-MPD-MIB は RFC 3412 で規定されています。

表 7-1 SNMP MIB サポート（続き）

MIB サポート 機能 MIB 説明
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SNMP-NOTIFICATION-
MIB

CISCO-SNMP- 
NOTIFICATION- 
CAPABILITY

通知を生成する目的で SNMP エンティティに使用さ  
せるパラメータのリモート設定用メカニズムを提供

する、MIB オブジェクトを定義します。

SNMP-NOTIFICATION-MIB は RFC 3413 で規定され    
ています。

SNMP-TARGET-MIB CISCO-SNMP- 
TARGET- 
CAPABILITY

管理ターゲット メッセージの宛先情報および SNMP  
パラメータに関するテーブルが含まれます。複数のト

ランスポート エンド ポイントを特定の SNMP パラ    
メータ セットに、または特定のトランスポート エン  
ド ポイントを複数の SNMP パラメータ セットに関連    
付けることができます。

SNMP-TARGET-MIB は RFC 3413 で規定されていま    
す。

表 7-1 SNMP MIB サポート（続き）

MIB サポート 機能 MIB 説明



7-11
Cisco Application Control Engine モジュール アドミニストレーション ガイド      

OL-11865-01-J

第 7章      SNMP の設定
SNMP の概要 

SNMP-USER-BASED- 
SM-MIB

CISCO-SNMP- 
USM- 
CAPABILITY

SNMPv3 の USM（ユーザベース セキュリティ モデル）    
に対応する管理情報定義を提供します。SNMPv3 アー 
キテクチャでは、メッセージのセキュリティを確保す

るために USM が採用されています。

USM モジュールは、着信メッセージを復号化します。 
さらに認証データを検証し、PDU を作成します。発信 
メッセージに関しては、USM モジュールは PDU を暗   
号化し、認証データを生成します。さらに、メッセー

ジ プロセッサに PDU を引き渡し、メッセージ プロ    
セッサがディスパッチャを呼び出します。

USM モジュールで実装される  
SNMP-USER-BASED-SM-MIB によって、SNMP マネー  
ジャは、ユーザとセキュリティ鍵を管理するコマンド

を発行できます。この MIB はさらに、要求側ユーザが  
存在し、適切な認証情報があることをエージェントが

確認できるようにします。認証後、エージェントによ

り要求が実行されます。

SNMP-USER-BASED-SM-MIB は RFC 3414 で規定され    
ています。

（注） ユーザ設定が適用されるのは、SNMPv3 だけ 
です。SNMPv1 および SNMPv2c では、コミュ   
ニティ ストリングの照合によってユーザを認 
証します。

表 7-1 SNMP MIB サポート（続き）

MIB サポート 機能 MIB 説明
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SNMP-VIEW-BASED- 
ACM-MIB

CISCO-SNMP- 
VACM- 
CAPABILITY

SNMPv3 の VACM（ビューベース アクセス コント    
ロール モデル）を提供します。SNMPv3 アーキテク  
チャでは、アクセス コントロールに VACM が採用さ   
れています。

SNMP-VIEW-BASED-ACM-MIB では、SNMP エージェ  
ントからアクセス可能なすべての MIB データへのア  
クセスを制御するために必要なオブジェクトを規定

します。VACM モジュールは初期化時に、エージェン 
ト インフラストラクチャにアクセス コントロール モ   
ジュールとして登録されます。VACM モジュールは、 
SNMP メッセージの複数のパラメータに基づいて、ア 
クセス コントロール チェックを実行します。

SNMP-VIEW-BASED-ACM-MIB は RFC 3415 で規定さ    
れています。

その他の MIB
CISCO-AAA-SERVER- 
EXT-MIB

CISCO-AAA- 
SERVER-EXT- 
CAPABILITY

CISCO-AAA-SERVER-MIB の拡張版として機能。他の 
タイプのサーバ アドレスが含まれるように、 
CISCO-AAA-SERVER-MIB の casConfigTable を拡張し   
ます。CISCO-AAA-SERVER-EXT-MIB は、次の設定機 
能を管理します。

 • 認証およびアカウンティング モジュールに適用 
される一般設定

 • コンフィギュレーションの設定（この MIB の 1 つ    
のインスタンスで用意されているすべての AAA 
サーバの設定値）

 • AAA サーバ グループの設定

 • アプリケーション、AAA 機能、サーバ グループ  
間のマッピングの設定

表 7-1 SNMP MIB サポート（続き）

MIB サポート 機能 MIB 説明
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CISCO-AAA-SERVER- 
MIB

CISCO-AAA- 
SERVER- 
CAPABILITY

デバイス内の AAA サーバ動作状態および外部サーバ  
との AAA 通信を示す、コンフィギュレーションおよ  
び統計情報を提供します。CISCO-AAA-SERVER-MIB
が提供する情報は、次のとおりです。

 • AAA サーバ設定用のテーブル 
 • 外部 AAA サーバのアイデンティティ 
 • 各 AAA 機能の統計情報 
 • AAA 機能を提供するサーバのステータス 

サーバは、任意の AAA 機能を提供する論理エンティ  
ティとして定義されます。ACE では、Remote Access  
Dial-In User Service（RADIUS）、Terminal Access   
Controller Access Control System Plus（TACACS+）、ま    
たは Lightweight Directory Access Protocol（v3）（LDAP）    
プロトコルを使用して、リモート認証を行い、アクセ

ス権を指定できます。

CISCO-ENHANCED- 
SLB-MIB

CISCO- 
ENHANCED-SLB- 
CAPABILITY

CISCO-SLB-MIB および CISCO-SLB-EXT-MIB で定義   
されたテーブルを拡張し、次のサーバ ロード バラン  
シング機能をサポートします。

 • 名前で指定した実サーバによる実サーバ設定。

cesRserverTable が実サーバ情報を提供します。
 • サーバ ファーム内の実サーバ設定
 • 実サーバのヘルス プローブ設定
 • HTTP ヘッダー、HTTP クッキー、クライアント  

IP アドレス、および SSL のスティッキ設定

テーブルで使用する slbEntity Index は ACE のスロット     
番号です。

CISCO-IF-EXTENSION-
MIB

CISCO-IF- 
EXTENSION- 
CAPABILITY

インターフェイスに ifIndex を割り当てるために、  
ifName から ifIndex へのマッピングを返すテーブルを   
提供します。

CISCO-IF-EXTENSION-MIB は RFC 2863 で規定され    
ています。

表 7-1 SNMP MIB サポート（続き）

MIB サポート 機能 MIB 説明
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CISCO-IP-PROTOCOL- 
FILTER-MIB

CISCO-IP- 
PROTOCOL- 
FILTER- 
CAPABILITY

IP プロトコルのパケット フィルタリングをサポート  
するための情報を管理します（RFC 791）。

ユーザは cippfIpProfileTable を使用することで、フィル  
タ プロファイルの情報を作成、削除、および取得でき 
ます。フィルタ プロファイルは、プロファイル名で一 
意に特定されます。フィルタ プロファイルは、簡易使 
用タイプまたは拡張使用タイプのどちらにでもでき

ます。作成後の使用タイプ変更はできません。

cippfIfIpProfileTable は、IP を実行するデバイス イン   
ターフェイスにフィルタリング プロファイルを適用 
します。フィルタ プロファイルは複数のインターフェ 
イスに適用可能です。

cippfIpFilterTable には、すべてのフィルタリング プロ  
ファイルに対応する IP フィルタの順序付きリストが  
含まれます。フィルタおよびプロファイルは、同じ

フィルタ プロファイル名が与えられている場合に関 
連付けられます。フィルタを作成できるのは、関連付

けられたフィルタ プロファイルが cippfIpProfileTable  
にすでに存在している場合だけです。同じプロファイ

ル名のフィルタは、共通プロファイルに属します。

他のテーブルに依存しない情報を指定して、インター

フェイスベースの cippfIfIpProfileTable を設定できま  
す。ただし、このテーブルのプロファイル名が

cippfIpProfileTable のいずれかのプロファイル名およ 
び cippfIpFilterTable のいずれかのフィルタ エントリの   
プロファイル名と一致した場合、プロファイルがアク

ティブになり、接続デバイス インターフェイスを通過 
する IP トラフィックにそのフィルタ エントリが適用   
されます。cippfIpFilterTable のフィルタまたは  
cippfIpProfileTable のプロファイルを変更すると、すべ 
ての接続インターフェイスが影響を受けます。

IP プロトコルは RFC 791 で規定されています。

表 7-1 SNMP MIB サポート（続き）

MIB サポート 機能 MIB 説明
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CISCO-L4L7RESOURCE- 
LIMIT-MIB

CISCO- 
L4L7MODULE- 
RESOURCE- 
LIMIT- 
CAPABILITY

リソース クラスおよび各種リソースへの最小 /最大限 
度設定を管理します。この MIB で参照されるリソース  
は、他の MIB で使用できるリソース情報への追加とい  
うことになります。この MIB は、中央集中方式による  
リソース限度管理をサポートする、レイヤ 4 ～ 7 のモ    
ジュールに適用されます。設定するリソースには、

TCP/IP 接続、MAC アドレス、Syslog バッファ、ACL   
メモリ、NAT 変換などのカテゴリが含まれます。

entPhysicalIndex の値は常に 1 になります。
CISCO-MODULE- 
VIRTUALIZATION- 
MIB

CISCO- 
MODULE- 
VIRTUALIZATION- 
CAPABILITY

ACE ユーザ コンテキスト（仮想コンテキストともい  
う）の作成、管理方法を提供します。ユーザ コンテキ 
ストは、物理デバイス（ACE）の論理パーティション
です。ユーザ コンテキストは、別々に管理可能な各種 
サービス タイプを提供します。各ユーザ コンテキス  
トは、専用のコンフィギュレーションが与えられた、

独立したエンティティです。ユーザが作成したコンテ

キストは、管理コンテキスト（デフォルトの ACE コ  
ンテキスト）で設定できるオプションの大部分をサ

ポートします。コンテキストごとに、別々の管理 IP ア  
ドレスを与えることができます。この管理 IP アドレス  
により、SSH（セキュア シェル）または Telnet プロト   
コルを使用して ACE とのリモート接続を確立し、そ  
の他の要求（SNMP、FTP など）を送信できます。

この MIB に含まれるテーブルを使用すると、ACE  
ユーザ コンテキストを作成または削除できます。ま 
た、ユーザ コンテキストにインターフェイスとイン 
ターフェイス範囲を割り当てることができます。

表 7-1 SNMP MIB サポート（続き）

MIB サポート 機能 MIB 説明
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CISCO-PROCESS-MIB CISCO-PROCESS- 
CAPABILITY

シスコ製デバイスのメモリおよびプロセス CPU 使用  
率を表示します。この情報はあくまでも推定値です。

cpmCPUTotalPhysicalIndex の値は常に 1 になります。

表示されるシステム プロセス情報は、CPU システム  
レベルのものであり（総 CPU 使用率）、コンテキスト  
単位のレベルではありません。

CISCO-PRODUCTS-MIB 該当せず SNMPv2-MIB の sysObjectID オブジェクトで報告可能   
な OID が含まれます。sysObjectID OID の値は次のと    
おりです。

製品名（PID）  sysObjectID

ACE10-6500-K9/  
ACE20-MOD-K9        ciscoACE10K9 

                  （ciscoProducts 730）
CISCO-SLB-EXT-MIB CISCO-SLB-EXT- 

CAPABILITY
Cisco サーバ ロード バランシング MIB
（CISCO-SLB-MIB）の拡張版として機能。スティッキ
設定用のテーブルを提供します。

ACE に対応する次の MIB オブジェクトには、SLB に    
関連しない接続も含まれます。

 • cslbxStatsCurrConnections

 • cslbxStatsTimedOutConnections

CISCO-SLB-HEALTH- 
MON-MIB

CISCO-SLB- 
HEALTH-MON- 
CAPABILITY

Cisco サーバ ロード バランシング MIB
（CISCO-SLB-MIB）の拡張版として機能。プローブ設
定用のテーブルを提供します。

表 7-1 SNMP MIB サポート（続き）

MIB サポート 機能 MIB 説明
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CISCO-SLB-MIB CISCO-SLB- 
CAPABILITY

サーバ ロード バランシング（SLB）マネージャ（複数  
可）を管理します。この MIB は、SLB 接続統計情報、   
サーバ ファーム、実サーバ、VIP ステータス、VIP 統   
計情報などを監視します。

テーブルで使用する slbEntity Index は ACE のスロット     
番号です。スロット番号値は ACE モジュールには適  
用されないので、slbEntity Index の値は常に 1 になりま    
す。

ACE に対応する次の MIB オブジェクトには、SLB に    
関連しない接続も含まれます。

 • slbStatsCreatedConnections 

 • slbStatsCreatedHCConnections 

 • slbStatsEstablishedConnections 

 • slbStatsEstablishedHCConnetions 

 • slbStatsDestroyedConnections 

 • slbStatsDestroyedHCConnections 

 • slbStatsReassignedConnections

CISCO-SYSLOG-EXT- 
MIB

CISCO-SYSLOG- 
EXT-CAPABILITY

CISCO-SLB-MIB を拡張し、追加のサーバ ファーム設  
定パラメータ（cslbxServerFarmTable）を提供し、ACE
用のシステム ログ（Syslog）管理パラメータを設定し 
て監視します。この MIB は、Syslog サーバを設定し、   
ロギング重大度を設定する場合に使用します。

Syslog は RFC 3164 で規定されています。

表 7-1 SNMP MIB サポート（続き）

MIB サポート 機能 MIB 説明
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CISCO-SYSLOG-MIB CISCO-SYSLOG- 
CAPABILITY

ACE によって生成されたシステム メッセージ（Syslog  
メッセージ）を記述して保管します。 

CISCO-SYSLOG-MIB は、SNMP を使用して Syslog   
メッセージにアクセスできるようにします。この MIB 
には、Syslog 通知の送信をイネーブルまたはディセー 
ブルにする、Syslog メッセージおよびオブジェクトの 
履歴も含まれます。

（注） この MIB は、CLI からのデバッグ コマンドに    
よって生成されたメッセージは追跡しませ
ん。

Syslog は RFC 3164 で規定されています。
IF-MIB CISCO-IF- 

CAPABILITY
インターフェイスの一般情報（VLAN など）を報告し 
ます。

IF-MIB は RFC 2863 で規定されています。
IP-MIB CISCO-IP- 

CAPABILITY
IP および対応する ICMP（インターネット制御メッ  
セージ プロトコル）の実装管理に対して管理対象オブ 
ジェクトを定義しますが、IP ルートの管理は除外され 
ます。

IP-MIB は RFC 4293 で規定されています。
SNMPv2-MIB CISCO-SNMPv2- 

CAPABILITY
SNMPv2 用の MIB を提供します。管理プロトコル   
SNMPv2 は、エージェントと管理ステーション間で管 
理情報を通知するメッセージ交換を規定します。

SNMPv2-MIB は RFC 3418 で規定されています。
TCP-MIB CISCO-TCP-STD- 

CAPABILITY
TCP の実装管理に対して、管理対象オブジェクトを定 
義します。

TCP-MIB は RFC 4022 で規定されています。

表 7-1 SNMP MIB サポート（続き）

MIB サポート 機能 MIB 説明
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表 7-2 に、ACE のサポート対象 SNMP 通知（トラップ）を示します。

（注） イベント トラップの発生元であるシャーシ、スロット、およびコンテキストの 
コンビネーションを特定できるように、表 7-2 の各通知に clogOrigin ID および    
clogOriginIDType 変数バインディングが付加されます。

UDP-MIB CISCO-UDP-STD- 
CAPABILITY

UDP（ユーザ データグラム プロトコル）の実装管理  
に対して、管理対象オブジェクトを定義します。

UDP-MIB は RFC 4113 で規定されています。

表 7-1 SNMP MIB サポート（続き）

MIB サポート 機能 MIB 説明

表 7-2 SNMP トラップ サポート 

通知名 通知の保管場所 説明

authenticationFailure SNMPv2-MIB NMS が有効なコミュニティ ストリングを使用  
して認証を行わなかったので、SNMP 要求は失 
敗します。

cesRealServerStateUp CISCO-ENHANCED- 
SLB-MIB

サーバ ファームで設定されている実サーバの 
状態は、ユーザの介入によりアップです。

cesRealServerStateDown CISCO-ENHANCED- 
SLB-MIB

サーバ ファームで設定されている実サーバの 
状態は、ユーザの介入によりダウンです。

cesRealServerStateChange CISCO-ENHANCED- 
SLB-MIB

サーバ ファームで設定されている実サーバの 
状態は、ユーザ介入以外のイベントにより、新

しい状態に変化しました。この通知は、ARP 障 
害、プローブ障害などの状況で送信されます。
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cesRserverStateUp CISCO-ENHANCED- 
SLB-MIB

グローバル実サーバの状態は、ユーザ介入によ

りアップです。

（注） この実サーバで受信する実サーバごと
に、別個の cesRealServerStateUp 通知が  
送信されることはありません。

cesRserverStateDown CISCO-ENHANCED- 
SLB-MIB

グローバル実サーバの状態は、ユーザ介入によ

りダウンです。

（注） この実サーバで受信する実サーバごと
に、別個の cesRealServerStateDown 通知  
が送信されることはありません。

cesRserverStateChange CISCO-ENHANCED- 
SLB-MIB

グローバル実サーバの状態は、ユーザ介入以外

のイベントにより、新しい状態に変化しました。

この通知は、ARP 障害、プローブ障害などの状 
況で送信されます。

（注） この実サーバで受信する実サーバごと
に、別個の cesRealServerStateChange 通  
知が送信されることはありません。

表 7-2 SNMP トラップ サポート（続き）

通知名 通知の保管場所 説明
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ciscoSlbVServerVIPState 
Change

CISCO-SLB-MIB.my 仮想サーバの状態が変化しています。この通知

は、次の変数バインディングとともに送信され

ます。

 • slbVServerState

 • slbVServerStateChangeDescr

 • slbVServerClassMap

 • slbVServerPolicyMap

 • slbVServerIpAddressType

 • slbVServerIpAddress

 • slbVServerProtocol

仮想サーバの状態が変化する理由は、インター

フェイスとのバインディング、ポリシーからの

アクティブ サーバ ファームの削除、仮想 IP ア    
ドレス（VIP）とクラス マップの関連付けなど、 
さまざまです。

ciscoSlbVServerVIPStateChange は 
CISCO-SLB-MIB で規定されています。

ciscoSlbVServerState 
Change

CISCO-SLB-MIB.my クラス マップから VIP が削除されたという通   
知。この通知は、次の変数バインディングとと

もに送信されます。

 • slbVServerState

 • slbVServerStateChangeDescr

 • slbVServerClassMap

 • slbVServerPolicyMap

ciscoSlbVServerStateChange は CISCO-SLB-MIB  
で規定されています。

clogMessageGenerated CISCO-SYSLOG-MIB ACE が 1 つまたは複数の Syslog メッセージを     
生成しました。

表 7-2 SNMP トラップ サポート（続き）

通知名 通知の保管場所 説明
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SNMP の制限事項
SNMP MIB テーブルに、48 文字を超えるストリング インデックスが複数ある場    
合、SNMP ウォークの実行時にインデックスが MIB テーブルに表示されないこ   
とがあります。SNMP の規格に従い、SNMP 要求、応答、またはトラップに 128   
を超えるサブ ID を使用することはできません。次にオブジェクト名のリストを  
示します。

 • コンテキスト名

 • 実サーバ名

 • サーバ ファーム名

 • プローブ名

clmLicenseExpiryNotify CISCO-LICENSE- 
MGR-MIB

インストールされている機能のライセンスが期

限切れになったという通知。

clmLicenseFileMissing 
Notify

CISCO-LICENSE- 
MGR-MIB

インストールされているはずの 1 つまたは複数  
のライセンス ファイルの欠落が検出されたと 
いう通知。

clmLicenseExpiryWarning
Notify

CISCO-LICENSE- 
MGR-MIB

インストールされている機能のライセンスの期

限切れが近いことが検出されたという通知。

clmNoLicenseForFeature 
Notify

CISCO-LICENSE- 
MGR-MIB

特定の機能について、ライセンスがインストー

ルされていないことが検出されたという通知。

cmVirtContextAdded, 
cmVirtContextRemoved

CISCO-MODULE- 
VIRTUALIZATION- 
MIB

ユーザが ACE ユーザ コンテキスト（仮想コン   
テキストともいう）を作成または削除したとい

う通知。

coldStart SNMPv2-MIB ACE のコールド リスタート（全面的な電源再投  
入）後に SNMP エージェントが起動しました。

linkUp, linkDown SNMPv2-MIB VLAN インターフェイスはアップまたはダウン 
です。VLAN インターフェイスがダウンになる 
のは、shut コマンドに続いて no shut コマンド    
を指定した場合、またはスイッチの設定で

VLAN が削除された場合などです。

表 7-2 SNMP トラップ サポート（続き）

通知名 通知の保管場所 説明
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 • HTTP ヘッダー名

 • ACL 名

 • クラス マップ名

 • ポリシー マップ名

 • リソース クラス名

表 7-3 に、複数のストリング インデックスを使用できるテーブルを示します。

表 7-3 複数のストリング インデックスを使用できる SNMP MIB テーブル 

MIB 名 テーブル ストリング インデックス

CISCO-ENHANCED- 
SLB-MIB.my 

cesRserverProbeTable cesRserverName, 
cesRserverProbeName

CISCO-ENHANCED-SLB-MIB.my cesServerFarmRserverTable slbServerFarmName,  
cesRserverName

CISCO-SLB-EXT-MIB.my cslbxServerFarmProbeFarmName cslbxServerFarmProbeFarmName, 
cslbxServerFarmProbeProbeName

CISCO-SLB-HEALTH- 
MON-MIB.my 

cslbxProbeHeaderCfgTable cslbxProbeHeaderProbeName, 
cslbxProbeHeaderFieldName
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SNMP コンフィギュレーション クイック スタート
表 7-4 に、ACE 上で SNMP を設定するために必要な手順の概要を示します。各    
手順には、作業に必要な CLI コマンドが含まれています。

表 7-4 SNMP 管理コンフィギュレーション クイック スタート 

作業およびコマンド例

1. 複数のコンテキストで動作する場合は、CLI プロンプトを観察して、正し 
いコンテキストで動作していることを確認してください。必要に応じて、

正しいコンテキストに直接ログインするか、変更してください。

host1/Admin# changeto C1
host1/C1# 

この表の例ではこれ以降、特に指定しないかぎり管理コンテキストを使用

します。コンテキスト作成の詳細については、『Cisco Application Control  
Engine Module Virtualization Configuration Guide』を参照してください。

2. コンフィギュレーション モードを開始します。
host1/Admin# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z
host1/Admin(config)#

3. ACE の CLI から 1 つまたは複数の SNMP ユーザを設定します。
host1/Admin(config)# snmp-server user joe Network-Monitor auth 
sha abcd1234
host1/Admin(config)# snmp-server user sam Network-Monitor auth 
md5 abcdefgh
host1/Admin(config)# snmp-server user Bill Network-Monitor auth 
sha abcd1234 priv abcdefgh

4. SNMP コミュニティを作成し、アクセス権限を指定します。
host1/Admin(config)# snmp-server community SNMP_Community1 group 
Network-Monitor

5. SNMP システムのコンタクト名を指定します。
host1/Admin(config)# snmp-server contact “User1 user1@cisco.com”

6. SNMP システムのロケーションを指定します。
host1/Admin(config)# snmp-server location “Boxborough MA”
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7. SNMP 通知を受信するホストを指定します。
host1/Admin(config)# snmp-server host 192.168.1.1 traps version 
2c SNMP_Community1 udp-port 500

8. ACE から NMS に SNMP トラップおよび応答要求を送信できるようにしま     
す。

host1/Admin(config)# snmp-server enable traps slb

9. SNMP 管理プロトコルおよびクライアントの送信元 IP アドレスに基づい   
て、ACE がネットワーク管理トラフィックを受信することを許可するクラ 
ス マップを作成します。
host1/Admin(config)# class-map type management match-all 
SNMP-ALLOW_CLASS
host1/Admin(config-cmap-mgmt)# match protocol snmp source-address 
172.16.10.0 255.255.255.254
host1/Admin(config-cmap-mgmt)# exit
host1/Admin(config)# 

10. SNMP 管理プロトコル分類をアクティブにするポリシー マップを設定し  
ます。

host1/Admin(config)# policy-map type management first-match 
SNMP-ALLOW_POLICY
host1/Admin(config-pmap-mgmt)# class SNMP-ALLOW_CLASS
host1/Admin(config-pmap-mgmt-c)# permit
host1/Admin(config-pmap-mgmt-c)# exit
host1/Admin(config-pmap-mgmt)# exit
host1/Admin(config)# 

11. 単一 VLAN インターフェイスにトラフィック ポリシーを接続するか、また   
は同じコンテキスト内のすべての VLAN インターフェイスにグローバル  
に接続します。インターフェイス VLAN を指定して、その VLAN に SNMP     
管理ポリシー マップを適用する例を示します。
host1/Admin(config)# interface vlan 50
host1/Admin(config-if)# ip address 172.16.10.0 255.255.255.254
host1/Admin(config-if)# service-policy input SNMP-ALLOW_POLICY
host1/Admin(config-if)# exit

12.（任意）フラッシュ メモリに設定変更を保存します。
host1/Admin(config)# exit
host1/Admin# copy running-config startup-config

表 7-4 SNMP 管理コンフィギュレーション クイック スタート（続き）

作業およびコマンド例
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SNMP ユーザの設定
SNMP ユーザは ACE の CLI から設定します。ユーザ設定には、ユーザが所属す     
るロール グループ、ユーザの認証パラメータ、認証パスワード、メッセージ暗 
号化パラメータの指定などの情報が含まれます。SNMP ユーザ情報を設定するに 
は、コンフィギュレーション モードで snmp-server user コマンドを使用します。

（注） snmp-server user コマンドによるユーザ設定が適用されるのは、SNMPv3 の場合   
だけです。SNMPv1 および SNMPv2c では、コミュニティ ストリングの照合を使    
用してユーザを認証します（「SNMP コミュニティの定義」を参照）。

ACE は、username コマンドによって作成されたユーザと snmp-server user コマ     
ンドによって作成されたユーザ間の対話を同期させます。したがって、ACE CLI 
からのユーザ アップデートは、SNMP サーバに自動的に反映されます。ユーザ  
を削除すると、SNMP と CLI の両方でユーザが自動的に削除されます。さらに、   
ユーザロール マッピングの変更が SNMP に反映されます。

注意 管理コンテキストまたはユーザ コンテキストに対応する SNMP エンジン ID を     
変更すると、設定されているすべての SNMP ユーザが無効になります。その場  
合、コンフィギュレーション モードで snmp-server user コマンドを使用し、す    
べての SNMP ユーザを再び作成する必要があります。SNMPv3 エンジン ID の詳     
細については、「ACE コンテキストに対応する SNMPv3 エンジン ID の設定」を     
参照してください。

snmp-server user コマンドの構文は次のとおりです。

snmp-server user user_name [group_name] [auth {md5 | sha} password1 
[localizedkey | priv {password2 | aes-128 password2}]]

キーワード、引数、およびオプションは次のとおりです。

 • user_name — ユーザ名。最大 24 文字の英数字からなる文字列を、引用符な    
しで入力します。スペースは使用しません。
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 • group_name — （任意）ユーザが所属するユーザ ロール グループ。最大 32     
文字の英数字からなる文字列を、引用符なしで入力します。スペースは使用

しません。SNMP のアクセス権は、グループ別に編成されます。SNMP にお  
ける各グループは、CLI で設定するロールに類似しています。groupname は、  
ロール  コンフィギュレーション モードで定義します。詳細は、『Cisco   
Application Control Engine Module Virtualization Configuration Guide』を参照し      
てください。ユーザに複数のロールを割り当てる場合は、複数の snmp-server 
user コマンドを入力します。

（注） ACE の SNMP でサポートされるのは、ネットワーク モニタリング動    
作だけです。この場合、すべての SNMP ユーザに、システム定義の  
デフォルト グループ Network-Monitor が自動的に割り当てられます。   
ユーザ作成の詳細については、『Cisco Application Control Engine   
Module Virtualization Configuration Guide』を参照してください。

 • auth — （任意）ユーザの認証パラメータを設定します。認証によって、有  
効な送信元からのメッセージであるかどうかを判別します。

 • md5 — ユーザ認証に HMAC MD5（メッセージ ダイジェスト 5）暗号化アル      
ゴリズムを指定します。

 • sha — ユーザ認証に HMAC SHA 暗号化アルゴリズムを指定します。

 • password1 — ユーザ認証パスワード。最大 130 文字の英数字からなる文字列    
を、引用符なしで入力します。スペースは使用しません。ACE は、SNMP 認  
証パスワードを CLI ユーザのパスワードと自動的に同期させます。

 • localizedkey — （任意）パスワードをセキュリティのためにローカライズさ  
れた暗号化鍵形式に指定します。

 • priv — （任意）ユーザの暗号化パラメータを指定します。priv オプション   
および aes-128 オプションは、128 ビットの AES 鍵を生成するためのプライ     
バシ パスワードであることを示します。

 • aes-128 — プライバシを確保するために 128 バイトの AES（高度暗号化規格）     
アルゴリズムを指定します。AES は対称暗号アルゴリズムであり、SNMP 
メッセージ暗号化に対応するプライバシ プロトコルの 1 つです。これは RFC    
3826 に準拠しています。
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（注） 外部 AAA サーバを使用して SNMPv3 を動作させる場合、このサーバ上    
のユーザ設定に SNMP PDU 暗号化に対応する AES が必要です。

 • password2 — ユーザの暗号化パスワード。AES priv パスワードは、8 文字以     
上にします。パスフレーズをクリア テキストで指定する場合は、最大 64 文   
字の英数字を使用できます。ローカライズした鍵を使用する場合は最大 130 
文字の英数字を指定できます。スペースは使用できません。

ユーザ情報の入力例を示します。

host1/Admin# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z
host1/Admin(config)# snmp-server user joe Network-Monitor auth sha 
abcd1234
host1/Admin(config)# snmp-server user sam Network-Monitor auth md5 
abcdefgh
host1/Admin(config)# snmp-server user Bill Network-Monitor auth sha 
abcd1234 priv abcdefgh

SNMP ユーザ設定をディセーブルにする場合、または SNMP ユーザを削除する   
場合は、このコマンドの no 形式を使用します。以下に入力例を示します。

host1/Admin(config)# no snmp-server user Bill Network-Monitor auth sha 
abcd1234 priv abcdefgh
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SNMP コミュニティの定義
各 SNMP デバイスまたはメンバは、コミュニティに属します。SNMP コミュニ   
ティによって、各 SNMP デバイスのアクセス権が決まります。SNMP ではコミュ   
ニティを使用して、マネージャとエージェント間の信頼関係を確立します。

コミュニティにはユーザが名前を指定します。その後は、そのコミュニティにメ

ンバとして割り当てられたすべての SNMP デバイスに、同じアクセス権が与え  
られます（RFC 2576 で規定）。ACE では、このコミュニティに含まれるデバイ   
スの MIB ツリーに対して、読み取り専用アクセスを許可します。読み取り専用  
コミュニティ ストリングを使用することによって、ユーザはデータ値を読み取 
ることができます。しかし、ユーザがデータを変更することはできません。

SNMP コミュニティ名およびアクセス権を作成したり変更したりするには、コン 
フィギュレーション モードで snmp-server community コマンドを使用します。

（注） SNMP コミュニティが適用されるのは、SNMPv1 および SNMPv2c だけです。    
SNMPv3 では、ユーザが所属するロール グループ、ユーザの認証パラメータ、認  
証パスワード、メッセージ暗号化パスワードを指定するなど、ユーザ設定情報

が必要です（「SNMP ユーザの設定」を参照）。

注意 管理コンテキストまたはユーザ コンテキストに対応する SNMP エンジン ID を     
変更すると、設定されているすべての SNMP コミュニティが削除されます。そ  
の場合、コンフィギュレーション モードで snmp-server community コマンドを    
使用し、すべての SNMP コミュニティを再作成する必要があります。SNMPv3  
エンジン ID の詳細については、「ACE コンテキストに対応する SNMPv3 エンジ     
ン ID の設定」を参照してください。

このコマンドの構文は、次のとおりです。

snmp-server community community_name [group group_name | ro]
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キーワード、引数、およびオプションは次のとおりです。

 • community_name — このシステムに対応する SNMP コミュニティ名。最大 32     
文字の英数字からなる文字列を引用符で囲まずに入力します。スペースは使

用しません。

 • group group_name — （任意）ユーザが所属するロール グループを指定しま    
す。最大 32 文字の英数字からなる文字列を引用符で囲まずに入力します。  
スペースは使用しません。

（注） ACE の SNMP でサポートされるのは、ネットワーク モニタリング動    
作だけです。この場合、すべての SNMP ユーザに、システム定義の  
デフォルト グループ Network-Monitor が自動的に割り当てられます。   
ユーザ作成の詳細については、『Cisco Application Control Engine   
Module Virtualization Configuration Guide』を参照してください。

 • ro — （任意）このコミュニティに読み取り専用アクセスを認めます。

たとえば、Network-Monitor グループのメンバとして SNMP_Community1 という   
SNMP コミュニティを指定し、読み取り専用アクセス権を与える場合は、次のよ 
うに入力します。

host1/Admin(config)# snmp-server community SNMP_Community1 group 
Network-Monitor 

SNMP コミュニティを削除する場合は、次のように入力します。

host1/Admin(config)# no snmp-server community SNMP_Community1 group 
Network-Monitor 
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SNMP コンタクトの設定
SNMP システムのコンタクト情報を指定するには、コンフィギュレーション モー  
ドで snmp-server contact コマンドを使用します。情報を指定できるのは、1 つの    
コンタクト名に限られます。このコマンドの構文は、次のとおりです。

snmp-server contact contact_information 

スペースを含めて最大 240 文字の英数字からなる文字列として、 
contact_information 引数を入力します。文字列に複数の単語が含まれる場合は、 
文字列を引用符（“ ”）で囲みます。電話番号または E メール アドレスを指定す    
るなど、担当者への連絡方法に関する情報を含めることができます。

SNMP システム コンタクト情報を指定する場合の入力例を示します。

host1/Admin(config-context)# snmp-server contact “User1 
user1@cisco.com”

特定の SNMP コンタクト名を削除する場合は、次のように入力します。

host1/Admin(config)# no snmp-server contact
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SNMP ロケーションの設定
SNMP システムのロケーションを指定するには、コンフィギュレーション モー  
ドで snmp-server location コマンドを使用します。指定できるロケーションは 1    
つだけです。このコマンドの構文は、次のとおりです。

snmp-server location location 

location はシステムの物理的な位置として入力します。スペースを含め、最大 240  
文字の英数字からなる文字列を入力します。文字列に複数の単語が含まれる場合

は、文字列を引用符（“ ”）で囲みます。

SNMP システム ロケーション情報を指定する場合の入力例を示します。

host1/Admin(config)# snmp-server location “Boxborough MA”

特定の SNMP システム ロケーション情報を削除する場合の入力例を示します。

host1/Admin(config)# no snmp-server location
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SNMP 通知の設定
特定のイベントが発生した場合に、トラップまたは応答要求を通知として SNMP 
マネージャに送信するように ACE を設定できます。受信側はトラップを受信し  
ても確認応答を送信しないので、トラップは信頼性に欠ける場合があります。送

信側では、トラップが受信されたかどうかを判断できません。しかし、応答要求

を受信した SNMP マネージャは、SNMP 応答 PDU でメッセージの確認応答を行     
います。送信側が応答を受信しなかった場合は、通常、応答要求が再送信されま

す。応答要求は所定の宛先に届く可能性が高くなります。

（注） トラップまたは SNMP 応答要求として通知を送信する宛先の詳細情報を取得す  
るには、SNMP-TARGET-MIB を使用します。詳細については、「サポート対象の 
MIB および通知」を参照してください。

ここで説明する内容は、次のとおりです。

 • SNMP 通知ホストの設定

 • SNMP 通知のイネーブル化

 • SNMP linkUp および linkDown トラップに関する IETF 規格のイネーブル化

SNMP 通知ホストの設定
SNMP 通知を受信するホストを指定するには、コンフィギュレーション モード  
で snmp-server host コマンドを使用します。通知を送信するには、最低限 1 つは     
snmp-server host コマンドを設定する必要があります。

このコマンドの構文は、次のとおりです。

snmp-server host host_address {community-string_username | informs | traps | 
version {1{udp-port} | 2c {udp-port} | 3 [auth | noauth | priv]}}

キーワード、引数、およびオプションは次のとおりです。

 • host_address — ホスト（ターゲットとなる受信側）の IP アドレス。アドレス    
はドット付き 10 進 IP 表記（192.168.11.1 など）で入力します。
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 • community-string_username — 通知動作を指定した SNMP コミュニティ スト     
リングまたはユーザ名。最大 32 文字の英数字からなる文字列を引用符で囲  
まずに入力します。スペースは使用しません。

 • informs — 指定されたホストに SNMP 応答要求を送信します。これにより、    
マネージャ相互間の通信が可能になります。応答要求は、ネットワークで複

数の NMS が必要になった場合に有用です。

 • traps — 指定されたホストに SNMP トラップを送信します。トラップはエー    
ジェントにとって、問題が発生したことを NMS に伝える手段です。トラッ  
プはエージェントで発生し、エージェント内部で設定されているトラップの

宛先に送信されます。トラップの宛先は通常、NMS の IP アドレスです。

 • version — トラップ送信に使用する SNMP のバージョンを指定します。    
SNMPv3 が最も安全性の高いモデルです。priv キーワードでパケットを暗号  
化できるからです。

 • 1 — SNMPv1 を指定します。このオプションを SNMP 応答要求と組み合わせ     
て使用することはできません。SNMPv1 には、使用するホストの UDP ポー   
トを指定する、オプションのキーワード（udp-port）が 1 つあります。デ  
フォルトは 162 です。

 • 2c — SNMPv2C を指定します。SNMPv2C には、使用するホストの UDP ポー      
トを指定する、オプションのキーワード（udp-port）が 1 つあります。デ  
フォルトは 162 です。

 • 3 — SNMPv3 を指定します。SNMPv3 には 3 種類のオプション キーワードが       
あります（auth、no auth、または priv）。

 • auth — （任意）MD5 および SHA によるパケット認証をイネーブルにします。

 • noauth — （任意）noAuthNoPriv セキュリティ レベルを指定します。

 • priv — （任意）DES（データ暗号規格）によるパケット暗号化（プライバ  
シ）をイネーブルにします。

たとえば、SNMP 通知の受信側を指定する場合は、次のように入力します。

host1/Admin(config)# snmp-server host 192.168.1.1 traps version 2c 
SNMP_Community1 udp-port 500

特定のホストを削除する場合は、このコマンドの no 形式を使用します。入力例  
を示します。

host1/Admin(config)# no snmp-server host 192.168.1.1 traps version 2c 
SNMP_Community1 udp-port 500
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SNMP 通知のイネーブル化
通知トラップおよび応答要求は、特定のイベントが発生したときに ACE が生成  
するシステム アラートです。SNMP 通知は、トラップまたは応答要求として NMS   
に送信できます。デフォルトでは、通知は定義されず、発行もされません。ACE
が NMS に SNMP トラップおよび応答要求を送信できるようにするには、コン    
フィギュレーション モードで snmp-server enable traps コマンドを使用します。     
このコマンドによって、指定された通知タイプに関して、トラップと応答要求の

両方がイネーブルになります。

SNMP 通知を送信するように ACE を設定するには、最低限 1 つは snmp-server      
enable traps コマンドを指定する必要があります。複数の通知タイプをイネーブ  
ルにするには、通知タイプおよび通知オプションごとに、snmp-server enable 
traps コマンドを別々に入力する必要があります。キーワードを指定しないでコ 
マンドを入力した場合、ACE はすべての通知タイプおよびトラップをイネーブ 
ルにします。

snmp-server enable traps コマンドは snmp-server host コマンドと組み合わせて使      
用します（「SNMP 通知ホストの設定」 を参照）。snmp-server host コマンドでは、    
SNMP 通知を受信するホストを指定します。通知を送信するには、最低限 1 つは   
SNMP サーバ ホストを設定する必要があります。

（注） snmp-server enable traps コマンドで使用した通知タイプには、必ず、グローバ   
ルに通知タイプをイネーブルまたはディセーブルにする MIB オブジェクトが対  
応付けられます。しかし、snmp-server host コマンドで使用できるすべての通知  
タイプに、notificationEnable MIB オブジェクトがあるわけではないので、通知タ  
イプによっては、snmp-server enable コマンドでは制御できません。

このコマンドの構文は、次のとおりです。

snmp-server enable traps [notification_type] [notification_option]

キーワード、引数、およびオプションは次のとおりです。

 • notification_type — （任意）イネーブルにする通知のタイプ。タイプを指定  
しなかった場合、ACE はすべての通知を送信します。notification_type とし  
て、次のキーワードのいずれか 1 つを指定します。
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－ license — SNMP ライセンス マネージャ通知を送信します。このキーワー    
ドが表示されるのは、管理コンテキストに限られます。

－ slb — サーバ ロード バランシング通知を送信します。slb キーワードを     
指定する場合は、notification_option 値を指定できます。

－ snmp — SNMP 通知を送信します。snmp キーワードを指定する場合は、    
notification_option 値を指定できます。

－ syslog — エラー メッセージ通知（Cisco Syslog MIB）を送信します。
logging history level コマンドで、送信するメッセージのレベルを指定し
ます。

（注） NMS にトラップとしてシステム メッセージを送信できるようにす  
る目的で、logging history コマンドを指定できます。snmp-server  
enable traps コマンドで、Syslog トラップをイネーブルにすることも   
必要です。詳細については、『Cisco Application Control Engine Module    
System Message Guide』を参照してください。

－ virtual-context — 仮想コンテキスト（ACE ユーザ コンテキスト）変更通    
知を送信します。このキーワードが表示されるのは、管理コンテキスト

に限られます。

 • notification_option — （任意）次の SNMP 通知の 1 つ。

－ snmp キーワードを指定した場合は、authentication、coldstart、linkdown、 
または linkup キーワードを指定して、SNMP 通知をイネーブルにしま   
す。この選択によって、SNMP 要求で指定されたコミュニティ ストリン  
グが無効だった場合、または VLAN インターフェイスがアップまたはダ  
ウンのどちらかの場合に、通知が生成されます。coldstart キーワードが 
表示されるのは、管理コンテキストに限られます。

－ slb キーワードを指定した場合は、real または vserver キーワードを指定    
して、サーバ ロード バランシング通知をイネーブルにします。この選  
択によって、次のステート変化が発生した場合に、通知が生成されます。

ユーザの介入、ARP 障害、またはプローブ障害が原因で、実サーバのス 
テートが変化（アップまたはダウン）。

仮想サーバのステートが変化（アップまたはダウン）。仮想サーバは外
部に対して、ACE のコンテンツ スイッチの背後にあるサーバを代表し、  
次のアトリビュートからなります。宛先アドレス（IP アドレス範囲を使 
用可能）、プロトコル、宛先ポート、または着信 VLAN です。
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たとえば、コミュニティ ストリング public を使用して、ACE から IP アドレス      
192.168.1.1 のホストに、サーバ ロード バランシング トラップを送信できるよう    
にする場合は、次のように入力します。

host1/Admin(config)# snmp-server host 192.168.1.1
host1/Admin(config)# snmp-server community SNMP_Community1 group 
Network-Monitor
host1/Admin(config)# snmp-server enable traps slb real

SNMP サーバ通知をディセーブルにする場合は、このコマンドの no 形式を使用   
します。入力例を示します。

host1/Admin(config)# no snmp-server enable traps slb real

SNMP linkUp および linkDown トラップに関する IETF 規格のイネーブル      
化

ACE はデフォルトで、シスコの linkUp および linkDown トラップを NMS に送信       
します。ACE は Cisco Systems IF-MIB 変数バインディングを送信します。これは     
ifIndex、ifAdminStatus、ifOperStatus、ifName、ifType、clogOriginID、お よ び

clogOriginIDType で構成されます。IETF（インターネット技術特別調査委員会） 
規格に準拠した linkUp および linkDown トラップ（RFC 2863 で概要を規定）を      
送信するように、ACE を設定することもできます。snmp-server trap link ietf コ     
ンフィギュレーション モード コマンドで、ifIndex、ifAdminStatus、および  
ifOperStatus からなる IETF 規格の IF-MIB（RFC 2863）変数バインディングを使     
用して、linkUp および linkDown トラップを送信することを ACE に指示します。

（注） デフォルトではシスコの変数バインディングが送信されます。RFC 2863 に準拠  
したトラップを受信するには、snmp-server trap link ietf コマンドを指定する必    
要があります。

このコマンドの構文は、次のとおりです。

snmp-server trap link ietf
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たとえば、RFC 2863 に準拠した linkUp および linkDown トラップを設定する場      
合は、次のように入力します。

host1/Admin(config)# snmp-server trap link ietf 

シスコの linkUp および linkDown トラップに戻す場合は、次のように入力します。

host1/Admin(config)# no snmp-server trap link ietf 
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SNMPv1 トラップのトラップ送信元アドレスとしての 
VLAN インターフェイス割り当て

ACE はデフォルトで、ACE が通知を送信する宛先ホストのアドレスに応じて、  
内部ルーティング テーブルのトラップ送信元 IP アドレスを使用します。   
SNMPv1 トラップ PDU のトラップ送信元アドレスとして、VLAN 上で設定され    
た IP アドレスを使用することを指定するには、コンフィギュレーション モード   
で snmp-server trap-source vlan コマンドを使用します。このコマンドの構文は、    
次のとおりです。

snmp-server trap-source vlan number

number 引数では、設定インターフェイスの VLAN 番号を指定します。既存の   
VLAN に対応する 2 ～ 4094 の値を入力します。

たとえば、SNMPv1 トラップ PDU の送信元アドレスとしての VLAN インター     
フェイスに VLAN 50 を指定する場合は、次のように入力します。

host1/Admin(config)# snmp-server trap-source vlan 50

SNMPv1 トラップ PDU の送信元アドレスとして指定された VLAN を削除し、デ     
フォルトの動作にリセットする場合は、次のように入力します。

host1/Admin(config)# no snmp-server trap-source

（注） VLAN インターフェイスに有効な IP アドレスが与えられていなかった場合、   
SNMPv1 トラップ通知は失敗します。
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管理コンテキストの IP アドレスから ACE ユーザ コンテキ     
ストのデータにアクセスする場合

ACE の管理コンテキストおよび各 ACE ユーザ コンテキストには、専用の IP ア      
ドレスがあります。SNMP エージェントはコンテキスト単位で、SNMPv1 および  
SNMPv2 の場合はコミュニティ ストリング、SNMPv3 の場合はユーザ名をサポー   
トします。SNMP マネージャは、IP アドレスを使用してコンテキストに要求を送  
信し、そのコンテキストに対応するデータを取得できます。

管理コンテキストに対応する IP アドレスを使用して、ユーザ コンテキストに対   
応するデータを取得することもできます。管理コンテキストのクレデンシャルで

も、パフォーマンス情報、設定情報などのユーザ コンテキスト データにアクセ  
スできます。

（注） ユーザ コンテキスト用の通知を管理コンテキストから送信することはできませ 
ん。

ここで説明する内容は、次のとおりです。

 • SNMPv1/v2 使用時にユーザ コンテキスト データにアクセスする場合

 • SNMPv3 使用時にユーザ コンテキスト データにアクセスする場合

SNMPv1/v2 使用時にユーザ コンテキスト データにアクセスする場合
SNMPv1/v2 の場合、ユーザ コンテキスト名とともに適切な SNMP バージョン、    
管理コンテキストの IP アドレス、および管理コンテキストのコミュニティ スト   
リングを指定することによって、SNMP マネージャは管理コンテキストの IP ア   
ドレスでユーザ コンテキスト用の MIB にアクセスできます。コミュニティ スト    
リングの形式は、次のとおりです。

admin_community_string@ACE_context_name

ACE_context_name は、任意の ACE ユーザ コンテキストにできます。コンテキス    
ト名を指定しなかった場合は、管理コンテキストに対する要求になります。
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たとえば、管理コンテキストにコミュニティ ストリング adminCommunity、IP ア   
ドレス 10.6.252.63 が設定されているときに、ユーザ コンテキスト C1 のデータ     
を返す場合は、次のように入力します。

snmpget -v2c -c adminCommunity@C1 10.6.252.63 udpDatagrams.0

SNMPv3 使用時にユーザ コンテキスト データにアクセスする場合
SNMPv3 の場合、SNMPv3 パケットで管理コンテキストがサポートする管理コン  
テキストの IP アドレス、適切な SNMP バージョン、管理コンテキスト ユーザ名、     
およびユーザ コンテキスト名を使用することによって、SNMP マネージャは管  
理コンテキストの IP アドレスでユーザ コンテキストに対応する MIB にアクセ     
スできます。ACE は、要求の SNMPv3 コンテキスト フィールドに指定された    
ユーザ コンテキスト名を使用します。

（注） SNMPv3 エンジンは、論理上独立した SNMP エージェントを表します。ACE は    
コンテキストごとに SNMP エンジン IDを作成しますが、ユーザが設定すること   
もできます。SNMPv3 エンジン ID 設定の詳細については、「ACE コンテキスト    
に対応する SNMPv3 エンジン ID の設定」を参照してください。

たとえば、管理コンテキストに SNMP ユーザ snmpuser、IP アドレス 10.6.252.63     
が設定されているときに、ユーザ コンテキスト C2 のデータを返す場合は、次の   
ように入力します。

snmpgetnext -v 3 - a MD5 -A cisco123 -u snmpuser -1 authNoPriv 
10.6.252.63 system -n C2

ACE は、要求の SNMPv3 コンテキスト フィールドの変わりにユーザ コンテキス     
ト C2 を使用します。

（注） SNMPv3 コンテキスト フィールドが空の文字列（“”）に設定されている場合に、  
ユーザ コンテキストの IP アドレスに要求を送信すると、SNMPv3 要求が廃棄さ    
れます。
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ACE コンテキストに対応する SNMPv3 エンジン ID の設定
ACE はデフォルトで、管理コンテキストおよび各ユーザ コンテキストの SNMP   
エンジン ID を自動的に作成します。SNMP エンジンは、論理上独立した SNMP    
エージェントを表します。ACE コンテキストの IP アドレスでアクセスできるの   
は、1 つの SNMP エンジン ID だけです。

注意 管理コンテキストまたはユーザ コンテキストに対応する SNMP エンジン ID を     
変更すると、設定されているすべての SNMP ユーザが無効になり、すべての  
SNMP コミュニティが削除されます。その場合、コンフィギュレーション モー  
ドで snmp-server user コマンドを使用して、すべての SNMP ユーザを再作成す     
るとともに、コンフィギュレーション モードで snmp-server community コマン    
ドを使用して、すべての SNMP コミュニティを再作成しなければなりません。

ACE の場合、管理コンテキストまたはユーザ コンテキストに対応する SNMP エ    
ンジン ID をユーザ側で設定できます。ACE コンテキスト用の SNMP エンジン     
ID を設定するには、コンテキストに対応するコンフィギュレーション モードで  
snmp-server engineid コマンドを使用します。このコマンドの構文は、次のとお  
りです。

snmp-server engineid number

number 引数は、設定する SNMPv3 エンジン ID です。10 ～ 64 の 16 進数を入力          
します。

たとえば、管理コンテキスト用のエンジン ID として  
88439573498573888843957349857388 を入力する場合は、次のように入力します。

host1/Admin(config)# snmp-server engineID 
88439573498573888843957349857388

管理コンテキストのエンジン ID をデフォルトにリセットする場合は、次のよう  
に入力します。

host1/Admin(config)# no snmp-server engineID
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コンテキストのエンジン ID を表示するには、コンテキストに対応する EXEC   
モードでで show snmp engineID コマンドを使用します。たとえば、管理コンテ    
キスト用のエンジン ID を表示する場合は、次のように入力します。

host1/Admin# show snmp engineID



第 7章      SNMP の設定       
SNMP 管理トラフィック サービスの設定

7-44
Cisco Application Control Engine モジュール アドミニストレーション ガイド

OL-11865-01-J

SNMP 管理トラフィック サービスの設定
クラス マップ、ポリシー マップ、およびサービス ポリシーを使用して、ACE と    
の間で送受信する SNMP 管理トラフィックを設定できます。ACE へのリモート   
ネットワーク管理アクセスを設定するうえで、各機能が果たす役割を簡単に説明

します。

 • クラス マップ — SNMP 管理プロトコルおよびクライアント送信元 IP アド      
レスに基づいて、SNMP 管理トラフィックを許可するリモート ネットワーク  
トラフィック一致条件を指定します。

 • ポリシー マップ — クラス マップで指定された条件と一致するトラフィッ    
ク分類に対して、リモート ネットワーク管理アクセスを可能にします。

 • サービス ポリシー — ポリシー マップをアクティブにして、VLAN インター     
フェイスにトラフィック ポリシーを接続するか、またはすべての VLAN イ   
ンターフェイス上でグローバルに接続します。

ACE との SNMP リモート アクセス セッションは、コンテキストに基づいて確立     
されます。コンテキストおよびユーザ作成の詳細については、『Cisco Application 
Control Engine Module Virtualization Configuration Guide』を参照してください。

ここで説明する内容は、次のとおりです。

 • レイヤ 3 およびレイヤ 4 クラス マップの作成および設定

 • レイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー マップの作成

 • サービス ポリシーの適用

レイヤ 3 およびレイヤ 4 クラス マップの作成および設定
ACE で受信できる SNMP 管理トラフィックを分類するために、レイヤ 3 および     
レイヤ 4 クラス マップを作成するには、コンフィギュレーション モードで    
class-map type management コマンドを使用します。このコマンドで ACE が受信     
できる着信 IP プロトコル、さらにクライアント送信元ホストの IP アドレスおよ   
びサブネット マスクを一致条件として指定することによって、ACE でネット  
ワーク管理トラフィックを受信できるようになります。type management という  
クラス マップでは、SNMP などのプロトコル管理セキュリティの形で、許可す  
るネットワーク トラフィックを定義します。
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クラス マップには複数の match コマンドを指定できます。クラス マップを設定    
すると、複数の SNMP 管理プロトコルおよび送信元 IP アドレス コマンドをグ     
ループとして定義し、さらにトラフィック ポリシーと関連付けることができま 
す。match-all および match-any キーワードによって、クラス マップに複数の一    
致条件が存在する場合に、ACE が複数の match 文演算をどのように評価するか   
が決まります。

このコマンドの構文は、次のとおりです。

class-map type management [match-all | match-any] map_name 

キーワード、引数、およびオプションは次のとおりです。

 • match-all | match-any — （任意）クラス マップに複数の一致条件が存在する     
場合に、ACE がレイヤ 3 およびレイヤ 4 ネットワーク トラフィックをどの      
ように評価するかを決定します。クラス マップは、match コマンドが次の条  
件の 1 つを満たした場合に、一致とみなされます。

－ match-all — （デフォルト）クラス マップで指定されているすべての一   
致条件がクラス マップのネットワーク トラフィック クラスと一致した   
場合（通常、同じタイプの match コマンド）。

－ match-any — クラス マップで指定されている一致条件の 1 つがクラス     
マップのネットワーク トラフィック クラスと一致した場合（通常、タ  
イプの異なる match コマンド）。

 • map_name — クラス マップに割り当てる名前。最大 64 文字の英数字からな     
る文字列を引用符で囲まずに入力します。スペースは使用しません。

class-map type management コマンドを使用するときには、クラス マップ管理コ    
ンフィギュレーション モードにアクセスします。このモードを使用すると、ク 
ラス マップの説明または一致条件を設定できます。

たとえば、ACE と IP アドレス 192.168.1.1 255.255.255.0 のホスト間で SNMP アク        
セスを許可する場合は、次のように入力します。

host1/Admin(config)# class-map type management match-all 
SNMP-ALLOW_CLASS
host1/Admin(config-cmap-mgmt)# match protocol snmp source-address 

192.168.1.1 255.255.255.0
host1/Admin(config-cmap-mgmt)# exit

ACE からレイヤ 3 およびレイヤ 4 SNMP プロトコル管理クラス マップを削除す       
る場合は、次のように入力します。
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host1/Admin(config)# no class-map type management match-all 
SNMP-ALLOW_CLASS

クラス マップの説明を指定する場合は、「クラス マップの説明の定義」を参照し  
てください。

ACE が受信したリモート SNMP プロトコル管理トラフィックを分類するには、1   
つまたは複数の関連コマンドを組み込み、match protocol コマンドを使用して、  
クラス マップの一致条件を設定します。このコマンドの詳細については、「SNMP 
プロトコル一致条件の定義」を参照してください。

クラス マップの説明の定義

レイヤ 3 およびレイヤ 4 リモート管理クラス マップの概要を指定するには、ク     
ラス マップ管理コンフィギュレーション モードで description コマンドを使用し    
ます。

このコマンドの構文は、次のとおりです。

description text

text 引数は、指定する説明です。最大 240 文字の英数字からなる文字列を引用符   
で囲まずに入力します。

たとえば、SNMP アクセスを許可するクラス マップであるという説明を指定す  
る場合は、次のように入力します。

host1/Admin(config)# class-map type management SNMP-ALLOW_CLASS
host1/Admin(config-cmap-mgmt)# description Allow SNMP access

クラス マップから説明を削除する場合は、次のように入力します。

host1/Admin(config-cmap-mgmt)# no description

SNMP プロトコル一致条件の定義

ACE および NMS で SNMP を受信できることを指定するためにクラス マップを      
設定するには、クラス マップ管理コンフィギュレーション モードで match   
protocol snmp コマンドを使用します。対応するポリシー マップを設定し、ACE   
への SNMP アクセスを許可します。ネットワーク管理アクセス トラフィック分   
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類の一部として、クライアント送信元ホストの IP アドレスおよびサブネット マ   
スクも一致条件として指定するか、またはあらゆるクライアント送信元アドレス

を管理トラフィック分類で許可するように ACE に指示します。

このコマンドの構文は、次のとおりです。

[line_number] match protocol snmp {any | source-address ip_address mask}

キーワード、引数、およびオプションは次のとおりです。

 • line_number — （任意）個々の match コマンドを識別する行番号。編集また    
は削除時に役立ちます。2 ～ 255 の整数を入力します。長い match コマンド     
を削除するときには、行全体を入力する代わりに、no line_number を入力で  
きます。行番号は、match 文のプライオリティまたは順序を示すものではあ 
りません。

 • any — 管理トラフィック分類にあらゆるクライアント送信元アドレスを指  
定します。

 • source-address — ネットワーク トラフィック一致条件として、クライアント   
送信元ホストの IP アドレスおよびサブネット マスクを指定します。分類の   
一部として、ACE は暗黙で、ポリシー マップが適用されるインターフェイ  
スから宛先 IP アドレスを取得します。

 • ip_address — クライアントの送信元 IP アドレス。IP アドレスはドット付き     
10 進表記（192.168.11.1 など）で入力します。

 • mask — ドット付き 10 進表記（255.255.255.0 など）で指定したクライアント     
のサブネット マスク。

たとえば、クラス マップで、送信元アドレス 192.168.10.1 255.255.255.0 から ACE     
への SNMP アクセスを許可することを指定する場合は、次のように入力します。

host1/Admin(config)# class-map type management SNMP-ALLOW_CLASS
host1/Admin(config-cmap-mgmt)# match protocol snmp source-address 
192.168.10.1 255.255.255.0

クラス マップから特定の SNMP プロトコル一致条件を選択解除する場合は、次   
のように入力します。

host1/Admin(config-cmap-mgmt)# no match protocol snmp
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レイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー マップの作成
レイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー マップでは、指定された分類と一致した SNMP      
ネットワーク管理トラフィックに対して実行するアクションを定義します。ここ

で説明する内容は、次のとおりです。

 • ACE で受信する SNMP ネットワーク管理トラフィック用レイヤ 3 およびレ     
イヤ 4 ポリシー マップの作成

 • トラフィック ポリシーでのレイヤ 3 およびレイヤ 4 トラフィック クラスの      
指定

 • レイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー アクションの指定

ACE で受信する SNMP ネットワーク管理トラフィック用レイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリ
シー マップの作成 

SNMP 管理プロトコルの受信を ACE に許可するレイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリ       
シー マップを設定するには、コンフィギュレーション モードで policy-map type    
management コマンドを使用します。ACE は、最初に一致した分類に対してアク  
ションを実行します。ACE は、それ以上のアクションは実行しません。

このコマンドの構文は、次のとおりです。

policy-map type management first-match map_name

map_name 引数では、レイヤ 3 およびレイヤ 4 ネットワーク管理ポリシー マップ      
に割り当てる名前を指定します。最大 64 文字の英数字からなる文字列を引用符  
で囲まずに入力します。スペースは使用しません。

このコマンドを使用するときには、ポリシー マップ管理コンフィギュレーショ 
ン モードにアクセスします。

レイヤ 3 およびレイヤ 4 ネットワーク トラフィック管理ポリシー マップを作成      
する場合の入力例を示します。

host1/Admin(config) # policy-map type management first-match 
SNMP-ALLOW_POLICY
host1/Admin(config-pmap-mgmt) #

ACE からネットワーク トラフィック管理ポリシー マップを削除する場合は、次   
のように入力します。
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host1/Admin(config)# no policy-map type management first-match 
SNMP-ALLOW_POLICY

トラフィック ポリシーでのレイヤ 3 およびレイヤ 4 トラフィック クラスの指定

class-map コマンドでレイヤ 3 およびレイヤ 4 トラフィック クラスを作成し、      
ネットワーク トラフィックとトラフィック ポリシーを関連付けることを指定す  
るには、class コマンドを使用します。このコマンドによって、ポリシー マップ  
管理クラス コンフィギュレーション モードが開始されます。

このコマンドの構文は、次のとおりです。

class {name1 [insert-before name2] | class-default}

引数キーワードおよびオプションは次のとおりです。

 • name1 — class-map コマンドで設定された、トラフィックとトラフィック ポ    
リシーを関連付ける、定義済みのレイヤ 3 およびレイヤ 4 トラフィック ク     
ラスの名前。最大 64 文字の英数字からなる文字列を引用符で囲まずに入力  
します。スペースは使用しません。

 • insert-before name2 — （任意）ポリシー マップ コンフィギュレーションの     
name2 引数で指定された、既存のクラス マップまたはインライン一致条件の  
前に、現在のクラス マップを配置します。ACE では、コンフィギュレーショ  
ンの一部として順序の並べ替えを保存しません。最大 64 文字の英数字から  
なる文字列を引用符で囲まずに入力します。スペースは使用しません。

 • class-default — レイヤ 3 およびレイヤ 4 トラフィック ポリシー用に、       
class-default クラス マップを指定します。これは、ACE が作成する予約済み   
のクラス マップです。このクラスを削除したり変更したりすることはでき 
ません。指定されたクラス マップの他の一致条件と一致しなかったすべて 
のネットワーク トラフィックは、デフォルトのトラフィック クラスに割り  
当てられます。指定された分類がいずれも一致しなかった場合、ACE は class  
class-default コマンドで指定されたアクションと一致させます。class-default 
クラス マップには、暗黙の match any 文があり、これを使用してあらゆるト    
ラフィック分類を一致させます。

たとえば、レイヤ 3 およびレイヤ 4 リモート アクセス ポリシー マップ内で既存       
のクラス マップを指定する場合は、次のように入力します。

host1/Admin(config-pmap-mgmt)# class SNMP-ALLOW_CLASS 
host1/Admin(config-pmap-mgmt-c)# 
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insert-before コマンドを使用して、ポリシー マップ内での 2 つのクラス マップ     
の順序を定義する場合は、次のように入力します。

host1/Admin(config-pmap-mgmt)# class L4_SSH_CLASS insert-before 
L4_REMOTE_ACCESS_CLASS

レイヤ 3 およびレイヤ 4 トラフィック ポリシーに class-default クラス マップを指        
定する場合は、次のように入力します。

host1/Admin(config-pmap-mgmt)# class class-default
host1/Admin(config-pmap-mgmt-c)# 

レイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー マップからクラス マップを削除する場合は、      
次のように入力します。

host1/Admin(config-pmap-mgmt)# no class SNMP-ALLOW_CLASS

レイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー アクションの指定

レイヤ 3 およびレイヤ 4 クラス マップで指定されているネットワーク管理トラ     
フィックを ACE が受信または拒否できるようにするには、次のように、ポリシー  
マップ クラス コンフィギュレーション モードで permit または deny コマンドの       
どちらかを指定します。

 • クラス マップで指定されている SNMP 管理プロトコルを ACE に受信させる     
場合は、ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション モードで permit     
コマンドを使用します。

 • クラス マップで指定されている SNMP 管理プロトコルの受信を ACE に拒否     
させる場合は、ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション モードで    
deny コマンドを使用します。

レイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー マップに許可アクションを指定する場合の入     
力例を示します。

host1/Admin(config-pmap-mgmt-c)# permit
host1/Admin(config-pmap-mgmt-c)# exit
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サービス ポリシーの適用
service-policy コマンドを使用すると、次の作業を実行できます。

 • 作成済みのポリシー マップを適用します。

 • 特定の VLAN インターフェイスにトラフィック ポリシーを接続するか、ま   
たは同じコンテキスト内のすべての VLAN インターフェイスにグローバル  
に接続します。

 • インターフェイスの入力方向にトラフィック ポリシーを接続することを指 
定します。

service-policy コマンドは、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 モードの両方で使用できます。インターフェイス コン  
フィギュレーション モードでポリシー マップを指定すると、特定の VLAN イン    
ターフェイスにポリシー マップが適用されます。コンフィギュレーション モー  
ドでポリシー マップを指定すると、コンテキストに関連付けられているすべて 
の VLAN インターフェイスにポリシーが適用されます。

このコマンドの構文は、次のとおりです。

service-policy input policy_name

キーワードおよび引数は次のとおりです。

 • input — インターフェイスの入力方向にトラフィック ポリシーを接続する   
ことを指定します。トラフィック ポリシーによって、そのインターフェイ 
スで受信されたすべてのトラフィックが評価されます。

 • policy_name — 作成済みの policy-map コマンドで設定された、定義済みポリ    
シー マップの名前。名前は最大 40 文字の英数字です。

たとえば、インターフェイス VLAN を指定して、VLAN に SNMP 管理ポリシー     
マップを適用する場合は、次のように入力します。

host1/Admin(config)# interface vlan 50
host1/Admin(config-if)# ip address 172.20.1.100 255.255.0.0
host1/Admin(config-if)# service-policy input SNMP_MGMT_ALLOW_POLICY

たとえば、コンテキストに関連付けられたすべての VLAN に、SNMP 管理ポリ   
シー マップをグローバルに適用する場合は、次のように入力します。

host1/Admin(config)# service-policy input SNMP_MGMT_ALLOW_POLICY
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インターフェイス VLAN から SNMP 管理ポリシーを切り離す場合は、次のよう    
に入力します。

host1/Admin(config-if)# no service-policy input SNMP_MGMT_ALLOW_POLICY

コンテキストに対応付けられたすべての VLAN から SNMP 管理ポリシーをグ    
ローバルに切り離す場合は、次のように入力します。

host1/Admin(config)# no service-policy input SNMP_MGMT_ALLOW_POLICY

トラフィック ポリシーは、次のいずれかの方法で切り離すことができます。

 • サービス ポリシーを最後に適用した VLAN インターフェイスから個別に

 • 同じコンテキストのすべての VLAN インターフェイスからグローバルに

ポリシーを切り離すと、ACE は関連するサービス ポリシー統計情報を自動的に  
リセットし、次回、特定の VLAN インターフェイスに、または同じコンテキス  
トのすべての VLAN インターフェイスにグローバルに、トラフィック ポリシー   
を接続したときの、サービス ポリシー統計情報の新しい出発点を用意します。

サービス ポリシー作成時の注意事項および制約事項は、次のとおりです。

 • コンテキストでグローバルに適用されるポリシー マップは、コンテキスト 
内に存在するすべてのインターフェイスに内部的に適用されます。

 • インターフェイス上でアクティブになったポリシーは、重複する分類および

アクションに関して、指定されているあらゆるグローバル ポリシーを上書 
きします。

 • ACE では、インターフェイス上でアクティブにできるのは、特定機能タイ 
プの 1 つのポリシーだけです。

レイヤ 3 およびレイヤ 4 SNMP 管理ポリシー マップのサービス ポリシー統計情       
報を表示するには、EXEC モードで show service-policy コマンドを使用します。

このコマンドの構文は、次のとおりです。

show service-policy policy_name [detail]

（注） ACE は、該当する接続の終了後、show service-policy コマンドによって表示され   
るカウンタをアップデートします。
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キーワード、オプション、および引数は次のとおりです。

 • policy_name — 現在使用中の（インターフェイスに適用されている）既存ポ  
リシー マップの ID。最大 64 文字の英数字からなる、引用符で囲まれていな    
い文字列です。

 • detail — （任意）より詳細なポリシー マップ統計およびステータス情報を表   
示します。

たとえば、SNMP_MGMT_ALLOW_POLICY ポリシー マップのサービス ポリシー   
統計情報を表示する場合は、次のように入力します。

host1/Admin# show service-policy SNMP_MGMT_ALLOW_POLICY
Status     : ACTIVE
Description: Allow mgmt protocols
-----------------------------------------
Context Global Policy:
  service-policy: SNMP_MGMT_ALLOW_POLICY

サービス ポリシー統計情報を消去するには、clear service-policy コマンドを使用   
します。このコマンドの構文は、次のとおりです。

clear service-policy policy_name

 policy_name 引数には、現在使用中の（インターフェイスに適用されている）既  
存ポリシー マップの ID を入力します。

たとえば、現在使用中であるポリシー マップ SNMP_MGMT_ALLOW_POLICY  
の統計情報を消去する場合は、次のように入力します。

host1/Admin# clear service-policy SNMP_MGMT_ALLOW_POLICY
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SNMP の設定例
次に、SNMP および CLI を使用して、実サーバの現在のステータスを確認する実   
行コンフィギュレーションの例を示します。このコンフィギュレーションでは、

実サーバまたは仮想サーバが動作していないときに、SNMP トラップが送信され 
たかどうかも確認します。この例から、ACE に接続できるクライアント送信元 
ホストの IP アドレスを制限できることがわかります。ポリシー マップは、コン   
テキストに関連付けられているすべての VLAN インターフェイスに適用されま  
す。SNMP の設定部分は、太字で示します。
access-list ACL1 line 10 extended permit ip any any

rserver host SERVER1
  ip address 192.168.252.245
  inservice
rserver host SERVER2
  ip address 192.168.252.246
  inservice
rserver host SERVER3
  ip address 192.168.252.247
  inservice

serverfarm host SFARM1
  probe HTTP_PROBE
  rserver SERVER1
    conn-limit max 3 min 2
    inservice
serverfarm host SFARM2
  probe HTTP
  rserver SERVER2
    conn-limit max 500 min 2
    inservice
  rserver SERVER3
    conn-limit max 500 min 2
    inservice

class-map type http loadbalance match-all L7_INDEX-HTML_CLASS
  2 match http url /index.html
class-map match-all L4_MAX-CONN-VIP_105_CLASS
  2 match virtual-address 192.168.120.105 any
class-map type management match-any L4_REMOTE-ACCESS-LOCAL_CLASS
  description Enables SNMP remote management for local users
  1 match protocol snmp source-address 192.168.0.0 255.248.0.0
  2 match protocol snmp source-address 172.16.64.0 255.255.252.0
class-map type http loadbalance match-all L7_URL*_CLASS
  2 match http url .*
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policy-map type management first-match L4_SNMP-REMOTE-MGT_POLICY
  class L4_REMOTE-ACCESS-LOCAL_CLASS
    permit
policy-map type loadbalance first-match L7_LB-SF_MAX-CONN_POLICY
  class L7_INDEX-HTML_CLASS
    serverfarm SFARM1
  class L7_URL*_CLASS
    serverfarm SFARM2
policy-map multi-match L4_VIP_POLICY
  class L4_MAX-CONN-VIP_105_CLASS
    loadbalance vip inservice
    loadbalance policy L7_LB-SF_MAX-CONN_POLICY
    loadbalance vip icmp-reply
    appl-parameter http advanced-options PERSIST-REBALANCE

service-policy input L4_REMOTE-MGT_POLICY

snmp-server user user1 Network-Monitor auth sha “adcd1234”
snmp-server community ACE-public group ro
snmp-server contact “User1 user1@cisco.com”
snmp-server location “San Jose CA”
snmp-server host 192.168.0.236 traps version 2c ACE-public 
snmp-server enable traps slb vserver
snmp-server enable traps slb real
snmp-server enable traps syslog 
snmp-server enable traps snmp authentication
snmp-server enable traps snmp linkup
snmp-server enable traps snmp linkdown



第 7章      SNMP の設定       
SNMP 統計情報の表示

7-56
Cisco Application Control Engine モジュール アドミニストレーション ガイド

OL-11865-01-J

SNMP 統計情報の表示
SNMP の統計情報および設定されている SNMP の情報を表示するには、EXEC   
モードで show snmp コマンドを使用します。デフォルトでは、ACE コンタクト、    
ACE ロケーション、パケット トラフィック情報、コミュニティ ストリング、お   
よびユーザ情報が表示されます。適切なキーワードを指定することによって、特

定の SNMP 情報を表示するように ACE に指示できます。

このコマンドの構文は、次のとおりです。

show snmp [community | engineID | group | host | sessions | user] 

キーワードは次のとおりです。

 • community — （任意）SNMP コミュニティ ストリングを表示します。

 • engineID — （任意）ACE 上で設定されているローカル SNMP エンジンおよ     
びすべてのリモート エンジンの識別情報を表示します。

 • group — （任意）ACE 上で設定されているグループの名前、セキュリティ   
モデル、各種ビューのステータス、および各グループのストレージ タイプ 
を表示します。

 • host — （オプション）設定されている SNMP 通知の受信ホスト、UDP ポー     
ト番号、ユーザ、およびセキュリティ モデルを表示します。

 • sessions — （任意）トラップまたは応答要求が送信されたターゲットの IP ア    
ドレスを表示します。

 • user — （任意）SNMPv3 ユーザ情報を表示します。

表 7-5 で、show snmp community コマンドの出力に含まれる各フィールドについ    
て説明します。

表 7-5 show snmp コマンド出力のフィールド 

フィールド 説明

Sys contact SNMP システムのコンタクト名
Sys location SNMP システムのロケーション
SNMP packets input ACE が受信した SNMP パケットの総数
Bad SNMP versions SNMP バージョンが無効なパケットの数
Unknown community name 未知のコミュニティ名が指定された SNMP パ  

ケットの数
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Illegal operation for community   
name supplied

そのコミュニティには許可されていない動作を

要求したパケットの数

Encoding errors 符号化が無効な SNMP パケットの数
Number of requested variables SNMP マネージャが要求した変数の数
Number of altered variables SNMP マネージャが変更した変数の数
Get-request PDUs 受信した get 要求の数
Get-next PDUs 受信した get-next 要求の数
Set-request PDUs 受信した set 要求の数
SNMP packets output ACE が送信した SNMP パケットの総数
Too big errors 最大パケット サイズを超えていた SNMP パケッ   

トの数

No such name errors 存在しない MIB オブジェクトが指定されていた  
SNMP 要求の数

Bad values errors MIB オブジェクトに無効な値が指定されていた 
SNMP set 要求の数

General errors noSuchName エラー、badValue エラー、他の特定  
のエラーなど、その他のエラーが原因で失敗した

SNMP set 要求の数
Community ACE の SNMP コミュニティ名
Group/Access コミュニティのアクセス権、読み取り専用

User SNMP ユーザの名前を特定する文字列
 Auth 暗号化を使用しないパケット認証

 Priv 暗号化を使用するパケット認証

 Group ユーザが所属するユーザ ロール グループ

表 7-5 show snmp コマンド出力のフィールド（続き）

フィールド 説明
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表 7-6 で、show snmp community コマンドの出力に含まれる各フィールドについ    
て説明します。

表 7-7 で、show snmp engineID コマンドの出力に含まれるフィールドについて説    
明します。

表 7-8 で、show snmp group コマンドの出力に含まれる各フィールドについて説    
明します。

表 7-6 show snmp community コマンド出力のフィールド 

フィールド 説明

Community ACE の SNMP コミュニティ名
Group/Access コミュニティのアクセス権、読み取り専用

表 7-7 show snmp engineID コマンド出力のフィールド 

フィールド 説明

Local SNMP engineID ACE 上のローカル SNMP エンジンの識別番号

表 7-8 show snmp group コマンド出力のフィールド 

フィールド 説明

Group name 共通アクセス ポリシーを使用する SNMP グループまた   
はユーザ コレクションの名前

Security model グループが使用するセキュリティ モデル（v1、v2c、ま 
たは v3）

Security level グループが使用するセキュリティ レベル
Read view グループの読み取りビューを特定する文字列

Write view グループの書き込みビューを特定する文字列

Notify view グループの通知ビューを特定する文字列
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表 7-9 で、show snmp host コマンドの出力に含まれる各フィールドについて説明    
します。

表 7-10 で、show snmp sessions コマンドの出力に含まれる各フィールドについて    
説明します。

Storage-type 設定値がデバイスの揮発性すなわち一時的なメモリに

保管されているのか、それともデバイスの電源を切断

し、再投入したあとでも有効な不揮発性すなわち永久メ

モリに保管されているのかを示すステータス

Row status SNMP グループの Row ステータスがアクティブなのか   
非アクティブなのか

表 7-8 show snmp group コマンド出力のフィールド（続き）

フィールド 説明

表 7-9 show snmp host コマンド出力のフィールド 

フィールド 説明

Host ターゲット ホストの IP アドレス
Port 通知の送信先となる UDP ポート番号
Version トラップ送信に使用する SNMP のバージョン（v1、v2c、  

または v3）
Level 認証およびプライバシの方式

Type 設定されている通知のタイプ

SecName ターゲット ホストのスキャン用セキュリティ名

表 7-10 show snmp sessions コマンド出力のフィールド 

フィールド 説明

Destination トラップまたは応答要求が送信されたターゲットの IP 
アドレス
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表 7-11 で、show snmp user コマンドの出力に含まれる各フィールドについて説    
明します。

表 7-11 show snmp user コマンド出力のフィールド 

フィールド 説明

User SNMP ユーザの名前を特定する文字列
Auth 暗号化を使用しないパケット認証

Priv 暗号化を使用するパケット認証

Group ユーザが所属するユーザ ロール グループ
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C H A P T E R 8
XML インターフェイスの設定

この章では、NMS（network management station; ネットワーク管理ステーション）   
から Extensible Markup Language（XML）を使用して Cisco Application Control      
Engine（ACE）モジュールを設定する方法について説明します。ACE の CLI か   
ら設定できるコマンドはどれでも、HTTP または secure HTTP（HTTPS）で XML    
ドキュメントを交換することによって、NMS からリモート設定できます。アプ 
リケーション間でデータの送信、交換、および解釈が可能です。さらに、show
コマンドの出力を XML フォーマットで NMS に転送するように ACE を設定する      
と、結果を監視したり分析したりできます。ACE の XML インターフェイスを使   
用するには、管理ユーザ ルールが必要です。

この章の内容は、次のとおりです。

 • XML の概要

 • XML コンフィギュレーション クイック スタート

 • HTTP および HTTPS 管理トラフィック サービスの設定

 • raw XML 要求の show コマンド出力を XML フォーマットで表示できるよう      
にする場合

 • ACE DTD ファイルへのアクセス

注意 ACE は起動時に、2 つのデフォルト ユーザ アカウントを作成します。admin お     
よび www です。admin ユーザはグローバルな管理者であり、削除できません。   
ACE では、XML インターフェイスに www ユーザ アカウントを使用します。し     
たがって、www ユーザ アカウントを削除しないでください。削除すると、XML  
インターフェイスが動作しなくなります。誤って www アカウントを削除した場  
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合は、コンフィギュレーション モードで  username www password 5 password       
domain default-domain role Admin を入力すると、アカウントが再設定され、    
XML 動作を回復できます。ユーザの設定については、『Cisco Application Control   
Engine Module Virtualization Configuration Guide』を参照してください。

XML の概要
ここで説明する内容は、次のとおりです。

 • ACE で XML を利用する場合

 • ACE での HTTP および HTTPS サポート

 • HTTP の戻りコード
 • DTD

 • XML の設定例

ACE で XML を利用する場合
Web サービスは、XML を使用しなければ相互運用が困難なアプリケーション間  
で、XML を使用してデータを送信、交換、および解釈する、ネットワークベー 
スのソフトウェア アプリケーションを提供します。

XML を使用すると、アプリケーションに依存することなく、コンピュータ シス  
テム間でデータを共有できます。XML は HTML と同様、タグで区切られたテキ   
ストからなるので、インターネットを介して容易に伝送できます。XML では、 
タグで情報の意味と構造を定義し、コンピュータ アプリケーションが情報をそ 
のまま使用できるようにします。HTML と異なり、XML のタグはデータの表示  
方法を指定するのではなく、データを識別するためのものです。XML タグはプ 
ログラムのフィールド名と同様の機能を果たし、識別するデータの断片にラベル

を付けます（例：<message>...</message>）。

設定コマンドや出力結果が含まれる XML ドキュメントは、HTTP、secure HTTP   
（HTTPS）などの標準インターネット プロトコルを転送プロトコルとして使用す 
るため、デバイス間でのトランスフォーメーションが容易です。
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XML API（アプリケーション プログラミング インターフェイス）を使用すると、   
Document Type Definition（DTD）によって、ACE のプログラム設定を自動化で   
きます。XML フォーマットは、CLI コマンドを同等の XML 構文に変換したもの    
です。ACE の CLI コマンドごとに同等の XML タグがあり、CLI コマンドのすべ      
てのパラメータがその要素のアトリビュートです。ACE では、Apache HTTP サー   
バを使用して XML 管理インターフェイスを提供し、さらに ACE と管理クライ    
アント間で HTTP サービスを提供します。ACE XML API を使用するには、管理     
ユーザ ルールが必要です。

XML を使用すると、次の作業が可能になります。

 • ACE で XML を使用してオブジェクトを転送、設定、監視するメカニズムの   
実現。この XML 機能により、さまざまなビジネス ニーズに合わせて、XML   
フォーマットで CLI クエリーおよび応答データを容易に成形または拡張で  
きます。

 • ACE の CLI インターフェイスから、統計を表示しステータスを監視するた   
めに、show コマンド出力を XML フォーマットで転送。この機能により、   
ACE にデータを照会して抽出できます。

 • ACE の XML DTD スキーマを使用して CLI クエリーをフォーマットし、ACE      
からの XML 結果を解析することにより、XML 通信を介したサードパーティ   
のソフトウェア開発が可能。

 • AAA によるリモート ユーザ認証。

 • グローバル管理者および管理ユーザ ロールが与えられた特権ユーザによる、 
セッションおよびコンテキスト管理。

CiscoWorks Hosting Solution Engine（HSE）などの NMS は ACE に接続し、HTTP       
または HTTPS で新しいコンフィギュレーションをプッシュできます。

ACE での HTTP および HTTPS サポート
ACE および NMS は、HTTP、HTTPS などの標準インターネット プロトコルを転     
送プロトコルとして使用することにより、設定コマンドや出力結果が含まれる

XML ドキュメントを容易に送受信できます。HTTPS では SSL を使用して、管理    
クライアントと ACE 間の通信を暗号化します。

システム管理者は API のエントリ ポイントとして Web サイトを指定し、すべて     
の要求および照会がこれらの URL から行われるようにします。この Web サイト    
は、要求、照会、応答用の XML を定義する DTD も提供します。
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XML 入力は、HTTP POST 要求のデータ部分を使用して提出されます。「xml」と   
いうフィールドに、要求または照会を定義する XML ストリングが含まれます。  
この HTTP POST に対する応答は、要求または照会に対する応答の成否を示す、   
純粋な XML 応答です。

XML を使用して設定データや結果を転送する場合、NMS は ACE に接続し、    
HTTP または HTTPS を使用して、ACE に XML ドキュメントで新しいコンフィ      
ギュレーションを送信します。その後、ACE が新しいコンフィギュレーション 
を適用します。

次に、ACE の XML 実装に関連する、クライアントとサーバ間の HTTP 通信の例     
を示します。

******** Client **************
POST /bin/xml_agent HTTP/1.1
Authorization: Basic VTpQ
Content-Length: 95
xml_cmd=<request_xml>
<interface type=”vlan” number=”80”>
<access-group access-type=”input” name=”acl1”/>
<ip_address address=”60.0.0.145” netmask=”255.255.255.0”/>
<shutdown sense=”no"/>
</interface>
<show_running-config/>
</request_xml>

******** Server **************
HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 21
<response_xml>
<config_command>
<command>
interface vlan 80
ip address 60.0.0.145 255.255.255.0
access-group input acl1
no shutdown
</command>
<status code="100" text="XML_CMD_SUCCESS"/>
</config_command>
</response_xml>

******** Client **************
POST /bin/xml_agent HTTP/1.1
Content-Length: 95
xml_cmd=<request_xml>
<show_running-config/>
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</request_xml>

******** Server **************
HTTP/1.1 401 Unauthorized
Connection: close
WWW-Authenticate: Basic realm=/xml-config

HTTP の戻りコード
HTTP の戻りコードは、サーバとクライアント間の要求およびレポート エラーの  
ステータスを示します。Apache HTTP サーバの戻りステータス コードは、RFC   
2616 で概要が記されている規格に準拠しています。表 8-1 に、サポートされる  
HTTP の戻りコードを示します。

表 8-1 XML に関してサポートされる HTTP の戻りコード 

戻りコード 説明

200 OK

201 作成された

202 受け付けられた

203 非正規情報

206 部分的な内容

301 永久移動

302 検出

400 不正な要求

401 非正規（クレデンシャルが必要であるが、提出されていない）

403 禁止（不正なクレデンシャルが提出された、Syslog も生成され 
ている）

404 検出されなかった（「/xml-config」が指定されていない）
405 認められていないメソッド

406 受け付けられない

408 要求がタイムアウト（受信待機が 30 秒を超えた）
411 Content-Length が欠落（Content-Length フィールドが欠落して  

いるか、またはゼロ）
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サポートされる HTTP ヘッダーは、次のとおりです。

 • Content-Length（すべての POST にゼロ以外の値が必要）

 • Connection（close 値は要求を持続させないという指示） 

 • WWW-Authenticate（クレデンシャルが必要であり、なおかつ欠落している
場合にクライアントに送信）

 • Authorization（ベース 64 エンコーディングで基本クレデンシャルを指定する  
場合に、クライアントから送信）

たとえば、XML エラーが発生すると、HTTP 応答に戻りコード 200 が含まれま    
す。エラーが発生した元の XML ドキュメントの一部分が、エラー タイプと説明   
を示すエラー要素とともに戻ります。

次に、一般的な XML エラー応答の例を示します。

<response_xml>
<config_command>
<command> 
interface vlan 20
  no shut
  description xyz
  exit
</command>
<status code = ‘200’ text=’XML_CMD_FAILURE’>
<error_command> description xyz </error_command>
<error_message> unrecognized element - description </error_message>
</status>
</config_command>
</response_xml>

500 内部サーバ エラー
501 実行されない（「POST」が指定されていない）
505 サポートされない HTTP バージョン（「1.0」または「1.1」が指  

定されていない）

表 8-1 XML に関してサポートされる HTTP の戻りコード（続き）

戻りコード 説明
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戻ったエラー コードは、コンフィギュレーション要素のアトリビュートに対応 
しています。戻る可能性のある XML エラーには、次のものが含まれています。

XML_ERR_WELLFORMEDNESS   /* not a well formed xml document */
XML_ERR_ATTR_INVALID     /* found invalid value attribute */
XML_ERR_ELEM_INVALID     /* found invalid value unrecognized */
XML_ERR_CDL_NOT_FOUN     /* parser cdl file not found */
XML_ERR_INTERNAL         /* internal memory or coding error */
XML_ERR_COMM_FAILURE     /* communication failure */
XML_ERR_VSH_PARSER       /* vsh parse error on the given command */
XML_ERR_VSH_CONF_APPLY   /* vsh unable to apply the configuration */

DTD

DTD は、ACE を使用して作成する XML コンフィギュレーション ドキュメント     
の土台です。DTD の目的は、有効な要素のリストでドキュメント構造を定義す 
ることによって、XML ドキュメントの有効な構成要素を定義することです。

DTD では要求、照会、または応答ドキュメントに含めることのできる要素を厳 
密に規定する、XML リストを指定します。さらに、要素の内容およびアトリ 
ビュートを指定します。DTD は、XML ドキュメントでインライン宣言すること  
も、外部参照として宣言することもできます。

ACE の DTD ファイルである cisco_ace.dtd は、ソフトウェア イメージの一部とし      
て組み込まれており、HTTP または HTTPS で Web ブラウザからアクセスできま     
す。詳細については、「ACE DTD ファイルへのアクセス」を参照してください。  
Web ブラウザを使用して、cisco_ace.dtd ファイルに直接アクセスすることも、  
Cisco ACE Module Management ページから cisco_ace.dtd ファイルを開くこともで      
きます。

次に、実サーバを作成する ACE CLI コマンド シーケンスとその後ろに続く、コ    
マンドに対応する DTD XML rserver 要素の例を示します。

[no] rserver [host | redirect] name

[no] conn-limit max maxconns [min minconns]
[no] description string
[no] inservice
[no] ip address {ip_address}
[no] probe name
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[no] weight number
**********************************************************************
  Elements, Attributes and Entities required for rserver 
  
**********************************************************************
 -->

<!-- 
probe-name is a string of length 1 to 32.
-->
<!ELEMENT probe_rserver EMPTY>
<!ATTLIST probe_rserver
  sense     CDATA     #FIXED    "no"
  probe-name      CDATA      #REQUIRED
> 
 
<!-- 
relocation-str length is 1 to 127
-->
<!ELEMENT webhost-redirection EMPTY>
<!ATTLIST webhost-redirection
  sense      (yes | no)      #IMPLIED
  relocation-string      CDATA      #REQUIRED
  redirection-code      (301 | 302)      #IMPLIED
>

<!-- 
type is optional for host.
ip, probe and weight are valid only when type = host.
address-type is valid only when type=host.
name length is 1 to 32.
webhost-redirection is valid only if type=redirect.
-->
<!ELEMENT rserver (description, ip_address, conn-limit, probe_rserver, 
                                        weight, inservice, 
webhost-redirection)*>
<!ATTLIST rserver
  sense     CDATA     #FIXED    "no"
  type      (redirect | host)      #IMPLIED
  name      CDATA      #REQUIRED
>
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XML の設定例
次に、一般的な VShell（VSH）CLI コマンドの設定例および同等の XML 設定コ    
マンドを示します。

##############################
## TO/FROM CP CONFIGURATION ##
##############################
conf t
access-list acl1 extended permit ip any any
int vlan 80
access-group input acl1
ip address 60.0.0.145 255.255.255.0
no shut
exit
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 60.0.0.1
end

<access-list id="acl1" config-type="extended" perm-value="permit"
protocol-name="ip" src- type="any" dest-type="any"/>
<interface type="vlan" number="80">
<access-group type="input" name="acl1"/>
<ip_address address="60.0.0.145" netmask="255.255.255.0"/>
<shutdown sense="no"/>
</interface>

<ip_route dest-address="0.0.0.0" dest-mask="0.0.0.0"
gateway="60.0.0.1"/>
############################
## BRIDGING CONFIGURATION ##
############################
conf t

access-list acl1 extended permit ip any any
int vlan 80
access-group input acl1
bridge-group 1
no shut
exit

int vlan 90
access-group input acl1
bridge-group 1
no shut
exit
end
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<access-list id="acl1" config-type="extended" perm-value="permit"
protocol-name="ip" src-type="any" dest-type="any"/>
<interface type="vlan" number="80">
<access-group type="input" name="acl1"/>
<bridge-group value="1"/>
<shutdown sense="no"/>
</interface>
<interface type="vlan" number="90">
<access-group type="input" name="acl1"/>
<bridge-group value="1"/>
<shutdown sense="no"/>
</interface> 
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XML コンフィギュレーション クイック スタート
表 8-2 に、ACE 上で XML の使用を設定するために必要な手順の概要を示します。    
各手順には、作業に必要な CLI コマンドが含まれています。

表 8-2 ACE XML コンフィギュレーション クイック スタート 

作業およびコマンド例

1. 複数のコンテキストで動作する場合は、CLI プロンプトを観察して、適切 
なコンテキストで動作しているかどうかを確認してください。必要に応じ

て、適切なコンテキストの直接ログインするか、または切り替えてくださ

い。

host1/Admin# changeto C1
host1/C1# 

これ以降、この表の例では、特に指定しないかぎり管理コンテキストを使

用します。コンテキスト作成の詳細については、『Cisco Application Control  
Engine Module Virtualization Configuration Guide』を参照してください。

2. コンフィギュレーション モードを開始します。
host1/Admin# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
host1/Admin(config)#

3. レイヤ 3 およびレイヤ 4 クラス マップを作成し、ACE に受信させる HTTP       
または HTTPS 管理トラフィックを分類します。
host1/Admin(config)# class-map type management match-all 
HTTPS-ALLOW_CLASS
host1/Admin(config-cmap-mgmt)# match protocol https 
source-address 192.168.1.1 255.255.255.255
host1/Admin(config-cmap-mgmt)# exit

4. レイヤ 3 および レイヤ 4 HTTP または HTTPS トラフィック管理ポリシーを        
設定します。

host1/Admin(config) # policy-map type management first-match 
MGMT_HTTPS_POLICY
host1/Admin(config-pmap-mgmt) # class HTTPS-ALLOW_CLASS
host1/Admin(config-pmap-mgmt-c) # permit
host1/Admin(config-pmap-mgmt-c) # exit
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5. 特定のインターフェイスにトラフィック ポリシーを接続するか、またはコ 
ンテキストに関連付けられたすべての VLAN インターフェイスにグロー  
バルに接続し、ポリシーを適用する方向を指定します。たとえば、インター

フェイス VLAN を指定して、その VLAN に複数のサービス ポリシーを適     
用する場合は、次のように入力します。

host1/Admin(config)# interface vlan50
host1/Admin(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.0.0
host1/Admin(config-if)# service-policy input MGMT_HTTPS_POLICY
host1/Admin(config-if)# exit
host1/Admin(config)# exit

6. （任意）raw XML 要求の show コマンド出力を XML フォーマットで表示で      
きるようにします。

（注） 真の XML 応答は常に自動的に、XML フォーマットで表示されます。

host1/Admin# xml-show on

7. （任意）フラッシュ メモリに設定変更を保存します。
host1/Admin# copy running-config startup-config

表 8-2 ACE XML コンフィギュレーション クイック スタート（続き）

作業およびコマンド例
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HTTP および HTTPS 管理トラフィック サービスの設定
ACE は、HTTP または HTTPS で XML を使用し、ソフトウェア オブジェクトを       
設定、監視、管理するリモート管理をサポートします。クラス マップ、ポリシー 
マップ、およびサービス ポリシーを使用して、ACE への HTTP および HTTPS リ      
モート管理トラフィックを設定します。

ACE への HTTP または HTTPS ネットワーク管理アクセスを設定するうえで、各     
機能が果たす役割を簡単に説明します。

 • クラス マップ — HTTP または HTTPS ネットワーク管理プロトコルまたはホ      
スト送信元 IP アドレスに基づいて、HTTP および HTTPS 管理トラフィック     
を許可する、リモート ネットワーク トラフィック一致条件を指定します。

 • ポリシー マップ — クラス マップで指定された条件と一致するトラフィッ    
ク分類に対して、リモート ネットワーク管理アクセスを可能にします。

 • サービス ポリシー — ポリシー マップをアクティブにして、インターフェイ    
スにトラフィック ポリシーを接続するか、またはすべてのインターフェイ 
ス上でグローバルに接続します。

ACE との HTTP または HTTPS セッションは、コンテキストに基づいて確立され     
ます。コンテキストおよびユーザ作成の詳細については、『Cisco Application 
Control Engine Module Virtualization Configuration Guide』を参照してください。

ここで説明する内容は、次のとおりです。

 • クラス マップの作成および設定

 • レイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー マップの作成

 • サービス ポリシーの適用

クラス マップの作成および設定
ACE で受信できる HTTP または HTTPS 管理トラフィックを分類するために、レ     
イヤ 3 およびレイヤ 4 クラス マップを作成するには、コンフィギュレーション     
コマンド class-map type management を使用します。このコマンドで ACE が受信      
できる着信 IP プロトコル、さらにクライアント送信元ホストの IP アドレスおよ   
びサブネット マスクを一致条件として指定することによって、ネットワーク管 
理トラフィックを許可できます。type management というクラス マップでは、   
HTTP、HTTPS などのプロトコル管理セキュリティの形で、許可するネットワー 
ク トラフィックを定義します。
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クラス マップには複数の match コマンドを指定できます。クラス マップを設定    
すると、複数の HTTP/HTTPS 管理プロトコルまたは送信元 IP アドレスの match     
コマンドをグループとして定義し、さらにトラフィック ポリシーと関連付ける 
ことができます。match-all および match-any キーワードによって、クラス マッ    
プに複数の一致条件が存在する場合に、ACE が複数の match 文演算をどのよう   
に評価するかが決まります。

このコマンドの構文は、次のとおりです。

class-map type management [match-all | match-any] map_name 

キーワード、引数、およびオプションは次のとおりです。

 • match-all | match-any — （任意）クラス マップに複数の一致条件が存在する     
場合に、ACE がレイヤ 3 およびレイヤ 4 ネットワーク トラフィックをどの      
ように評価するかを決定します。クラス マップは、match コマンドが次の条  
件の 1 つを満たした場合に、一致とみなされます。

－ match-all — （デフォルト）クラス マップで指定されているすべての一   
致条件がクラス マップのネットワーク トラフィック クラスと一致した   
場合。

－ match-any — クラス マップで指定されている一致条件のうちの 1 つだ     
けがクラス マップのネットワーク トラフィック クラスと一致した場   
合。

 • map_name — クラス マップに割り当てる名前。最大 64 文字の英数字からな     
る文字列を引用符で囲まずに入力します。スペースは使用しません。クラス

名は、クラス マップに使用するとともに、ポリシー マップのクラスにポリ  
シーを設定する場合にも使用します。

class-map type management コマンドを使用するときには、クラス マップ管理コ    
ンフィギュレーション モードにアクセスします。このモードを使用すると、ク 
ラス マップの説明または一致条件を設定できます。

クラス マップには複数の match protocol コマンドを指定できます。

たとえば、ACE HTTP サーバと IP アドレス 192.168.1.1 255.255.255.255 の管理ク       
ライアント間で HTTPS アクセスを許可する場合は、次のように入力します。

host1/Admin(config)# class-map type management match-all 
HTTPS-ALLOW_CLASS
host1/Admin(config-cmap-mgmt)# match protocol https source-address 
192.168.1.1 255.255.255.255
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ACE からレイヤ 3 およびレイヤ 4  ネットワーク管理クラス マップを削除する場       
合は、次のように入力します。

host1/Admin(config)# no class-map type management match-all 
HTTPS-ALLOW_CLASS

ACE に受信させるリモート HTTP または HTTPS 管理トラフィックを分類するに     
は、次のコマンドのうちの 1 つまたは複数を指定して、クラス マップの一致条   
件を設定します。

 • description — 「クラス マップの説明の定義」を参照

 • match protocol — 「HTTP および HTTPS プロトコル一致条件の定義」を参照

クラス マップの説明の定義

レイヤ 3 およびレイヤ 4 リモート管理クラス マップの概要を指定するには、ク     
ラス マップ管理コンフィギュレーション モードで description コマンドを使用し    
ます。

このコマンドの構文は、次のとおりです。

description text

text 引数は、指定する説明です。最大 240 文字の英数字からなる文字列を引用符   
で囲まずに入力します。

たとえば、HTTPS アクセスを許可するクラス マップであるという説明を指定す  
る場合は、次のように入力します。

host1/Admin(config)# class-map type management match-all 
HTTPS-ALLOW_CLASS
host1/Admin(config-cmap-mgmt)# description Allow HTTPS access to the 
ACE

クラス マップから説明を削除する場合は、次のように入力します。

host1/Admin(config-cmap-mgmt)# no description



第 8章      XML インターフェイスの設定       
HTTP および HTTPS 管理トラフィック サービスの設定

8-16
Cisco Application Control Engine モジュール アドミニストレーション ガイド

OL-11865-01-J

HTTP および HTTPS プロトコル一致条件の定義

クラス マップを設定して、ACE が HTTP または HTTPS リモート ネットワーク       
管理プロトコルを受信できることを指定するには、クラス マップ管理コンフィ 
ギュレーション モードで match protocol コマンドを使用します。さらに対応す    
るポリシー マップを設定して、指定された管理プロトコルに ACE へのアクセス   
を許可します。XML をサポートするには、type management というクラス マッ    
プで HTTP、HTTPS などの IP プロトコルを許可します。ネットワーク管理アク    
セス トラフィック分類の一部として、クライアント送信元ホストの IP アドレス   
およびサブネット マスクも一致条件として指定するか、またはあらゆるクライ 
アント送信元アドレスを管理トラフィック分類で許可するように ACE に指示し  
ます。

このコマンドの構文は、次のとおりです。

[line_number] match protocol {http | https} {any | source-address ip_address 
mask}

キーワード、引数、およびオプションは次のとおりです。

 • line_number — （任意）個々の match コマンドを編集または削除できるよう    
にするための行番号。行番号として 2 ～ 255 の整数を入力します。たとえ    
ば、no line_number を入力すると、行全体を入力しなくても、長い match コ    
マンドを削除できます。

 • http — ACE HTTP サーバと管理クライアント間の HTTP を介した管理アク      
セスを設定します。

 • https — ACE HTTP サーバと管理クライアント間の secure HTTP を介した管       
理アクセスを設定します。

 • any — 管理トラフィック分類にあらゆるクライアント送信元アドレスを指  
定します。

 • source-address — ネットワーク トラフィック一致条件として、クライアント   
送信元ホストの IP アドレスおよびサブネット マスクを指定します。分類の   
一部として、ACE は暗黙で、ポリシー マップが適用されるインターフェイ  
スから宛先 IP アドレスを取得します。

 • ip_address — クライアントの送信元 IP アドレス。IP アドレスはドット付き     
10 進表記（192.168.11.1 など）で入力します。

 • mask — ドット付き 10 進表記（255.255.255.0 など）で指定したクライアント     
のサブネット マスク。
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たとえば、クラス マップで ACE への HTTPS アクセスを許可することを指定す    
る場合は、次のように入力します。

(config)# class-map type management HTTPS-ALLOW_CLASS
(config-cmap-mgmt)# match protocol https source-address 192.168.10.1 
255.255.0.0

クラス マップから特定のネットワーク管理プロトコル一致条件を選択解除する 
場合は、次のように入力します。

host1/Admin(config-cmap-mgmt)# no match protocol https source-address 
192.168.10.1 255.255.0.0

レイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー マップの作成
レイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー マップでは、指定された分類と一致した HTTP      
または HTTPS管理トラフィックに対して実行するアクションを定義します。こ 
こで説明する内容は、次のとおりです。

 • ACE で受信する SNMP ネットワーク管理トラフィック用レイヤ 3 およびレ     
イヤ 4 ポリシー マップの作成

 • トラフィック ポリシーでのレイヤ 3 およびレイヤ 4 トラフィック クラスの      
指定

 • レイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー アクションの指定

ACE で受信する SNMP ネットワーク管理トラフィック用レイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリ
シー マップの作成 

管理トラフィックの受信を ACE に許可するレイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー      
マップを設定するには、コンフィギュレーション モードで policy-map type   
management コマンドを使用します。ACE は、最初に一致した分類に対してアク  
ションを実行します。ACE は、それ以上のアクションは実行しません。

このコマンドの構文は、次のとおりです。

policy-map type management first-match map_name

map_name 引数では、レイヤ 3 およびレイヤ 4 ネットワーク管理ポリシー マップ      
に割り当てる名前を指定します。最大 64 文字の英数字からなる文字列を引用符  
で囲まずに入力します。スペースは使用しません。
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このコマンドを使用するときには、ポリシー マップ管理コンフィギュレーショ 
ン モードにアクセスします。

レイヤ 3 およびレイヤ 4 ネットワーク トラフィック管理ポリシー マップを作成      
する場合の入力例を示します。

host1/Admin(config)# policy-map type management first-match 
MGMT_HTTPS_POLICY
host1/Admin(config-pmap-mgmt)# 

ACE からポリシー マップを削除する場合は、次のように入力します。

host1/Admin(config)# no policy-map type management first-match 
MGMT_HTTPS_POLICY

トラフィック ポリシーでのレイヤ 3 およびレイヤ 4 トラフィック クラスの指定

class-map コマンドで HTTP または HTTPSトラフィック管理トラフィック クラ     
スを作成し、トラフィックとトラフィック ポリシーを関連付けることを指定す 
るには、class コマンドを使用します。このコマンドによって、ポリシー マップ  
管理クラス コンフィギュレーション モードが開始されます。

このコマンドの構文は、次のとおりです。

class {name1 [insert-before name2] | class-default}

引数、キーワードおよびオプションは、次のとおりです。

 • name1 — class-map コマンドで設定された、トラフィックとトラフィック ポ    
リシーを関連付ける、定義済みのレイヤ 3 およびレイヤ 4 トラフィック ク     
ラスの名前。最大 64 文字の英数字からなる文字列を引用符で囲まずに入力  
します。スペースは使用しません。

 • insert-before name2 — （任意）ポリシー マップ コンフィギュレーションの     
name2 引数で指定された、既存のクラス マップまたはインライン一致条件の  
前に、現在のクラス マップを配置します。ACE では、コンフィギュレーショ  
ンの一部として順序の並べ替えを保存しません。最大 64 文字の英数字から  
なる文字列を引用符で囲まずに入力します。スペースは使用しません。

 • class-default — レイヤ 3 およびレイヤ 4 トラフィック ポリシー用に、       
class-default クラス マップを指定します。これは、ACE が作成する予約済み   
のクラス マップです。このクラスを削除したり変更したりすることはでき 
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ません。指定されたクラス マップの他の一致条件と一致しなかったすべて 
のネットワーク トラフィックは、デフォルトのトラフィック クラスに割り  
当てられます。指定された分類がいずれも一致しなかった場合、ACE は class  
class-default コマンドで指定されたアクションと一致させます。class-default 
クラス マップには、暗黙の match any 文があり、これを使用してあらゆるト    
ラフィック分類を一致させます。

たとえば、レイヤ 3 およびレイヤ 4 リモート アクセス ポリシー マップ内で既存       
のクラス マップを指定する場合は、次のように入力します。

host1/Admin(config-pmap-mgmt)# class HTTPS-ALLOW_CLASS 
host1/Admin(config-pmap-mgmt-c)# 

insert-before コマンドを使用して、ポリシー マップ内での 2 つのクラス マップ     
の順序を定義する場合は、次のように入力します。

host1/Admin(config-pmap-mgmt)# class HTTPS-ALLOW_CLASS insert-before 
L4_REMOTE_ACCESS_CLASS

レイヤ 3 およびレイヤ 4 トラフィック ポリシーに class-default クラス マップを指        
定する場合は、次のように入力します。

host1/Admin(config-pmap-mgmt)# class class-default
host1/Admin(config-pmap-mgmt-c)# 

レイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー マップからクラス マップを削除する場合は、      
次のように入力します。

host1/Admin(config-pmap-mgmt)# no class HTTPS-ALLOW_CLASS

レイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー アクションの指定

レイヤ 3 およびレイヤ 4 クラス マップで指定されているネットワーク管理トラ     
フィックを ACE が受信または拒否できるようにするには、次のように、ポリシー  
マップ クラス コンフィギュレーション モードで permit または deny コマンドの       
どちらかを指定します。

 • クラス マップで指定されている HTTP または HTTPS 管理トラフィックを     
ACE に受信させる場合は、ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション    
モードで permit コマンドを使用します。
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 • クラス マップで指定されている HTTP または HTTPS 管理トラフィックを     
ACE に受信させない場合は、ポリシー マップ クラス コンフィギュレーショ    
ン モードで deny コマンドを使用します。

レイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー マップに許可アクションを指定する場合の入     
力例を示します。

host1/Admin(config-pmap-mgmt-c)# permit
host1/Admin(config-pmap-mgmt-c)# exit

サービス ポリシーの適用
service-policy コマンドは、次の目的で使用します。

 • 作成済みのポリシー マップを適用します。

 • 特定の VLAN インターフェイスにトラフィック ポリシーを接続するか、ま   
たは同じコンテキスト内のすべての VLAN インターフェイスにグローバル  
に接続します。

 • インターフェイスの入力方向にトラフィック ポリシーを接続することを指 
定します。

service-policy コマンドは、VLAN インターフェイス コンフィギュレーション   
モードとコンフィギュレーション モードの両方で使用できます。インターフェ 
イス コンフィギュレーション モードでポリシー マップを指定すると、特定の   
VLAN インターフェイスにポリシー マップが適用されます。コンフィギュレー  
ション モードでポリシー マップを指定すると、コンテキストに関連付けられて  
いるすべての VLAN インターフェイスにポリシーが適用されます。

このコマンドの構文は、次のとおりです。

service-policy input policy_name

キーワードおよびオプションは次のとおりです。

 • input — インターフェイスの入力方向にトラフィック ポリシーを接続する   
ことを指定します。トラフィック ポリシーによって、そのインターフェイ 
スで受信されたすべてのトラフィックが評価されます。

 • policy_name — 作成済みの policy-map コマンドで設定された、定義済みポリ    
シー マップの名前。名前は最大 40 文字の英数字です。
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たとえば、インターフェイス VLAN を指定して、その VLAN に HTTPS トラ      
フィック管理ポリシー マップを適用する場合は、次のように入力します。

host1/Admin(config)# interface vlan 50
host1/Admin(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.0.0
host1/Admin(config-if)# service-policy input MGMT_HTTPS_POLICY

たとえば、コンテキストに関連付けられたすべての VLAN に、HTTPS トラフィッ   
ク管理ポリシーをグローバルに適用する場合は、次のように入力します。

host1/Admin(config)# service-policy input MGMT_HTTPS_POLICY

インターフェイスから HTTPS トラフィック管理ポリシーを切り離す場合は、次  
のように入力します。

host1/Admin(config-if)# service-policy input MGMT_HTTPS_POLICY

インターフェイスから HTTPS トラフィック管理ポリシーを切り離す場合は、次  
のように入力します。

host1/Admin(config-if)# no service-policy input MGMT_HTTPS_POLICY

コンテキストに対応付けられたすべての VLAN から HTTPS トラフィック管理ポ    
リシーをグローバルに切り離す場合は、次のように入力します。

host1/Admin(config)# no service-policy input MGMT_HTTPS_POLICY

最後にサービス ポリシーを適用した VLAN インターフェイスから個別に、また   
は同じコンテキストのすべての VLAN インターフェイスからグローバルにトラ  
フィック ポリシーを切り離すと、ACE が関連するサービス ポリシー統計を自動   
的にリセットします。ACE はこのアクションによって、次回、特定の VLAN イ   
ンターフェイスに、または同じコンテキストのすべての VLAN インターフェイ  
スにグローバルに、トラフィック ポリシーを接続したときの、サービス ポリシー  
統計の新しいスターティング ポイントを用意します。

サービス ポリシーを作成する場合は、次の注意事項に従ってください。

 • コンテキストでグローバルに適用されるポリシー マップは、コンテキスト 
内に存在するすべてのインターフェイスに内部的に適用されます。
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 • インターフェイス上でアクティブになったポリシーは、重複する分類および

アクションに関して、指定されているあらゆるグローバル ポリシーを上書 
きします。

 • ACE では、1 つのインターフェイス上でアクティブにできるのは、特定機能  
タイプの 1 つのポリシーだけです。

レイヤ 3 およびレイヤ 4 HTTP または HTTPS トラフィック管理ポリシー マップ        
のサービス ポリシー統計情報を表示するには、EXEC モードで show service- 
policy コマンドを使用します。

このコマンドの構文は、次のとおりです。

show service-policy policy_name [detail]

キーワード、オプション、および引数は次のとおりです。

 • policy_name — 現在使用中の（インターフェイスに適用されている）既存ポ  
リシー マップの ID。最大 64 文字の英数字からなる、引用符で囲まれていな    
い文字列です。

 • detail — （任意）より詳細なポリシー マップ統計およびステータス情報を表   
示します。

（注） ACE は、該当する接続の終了後、show service-policy コマンドによって表示され   
るカウンタをアップデートします。

たとえば、MGMT_HTTPS_POLICY ポリシー マップのサービス ポリシー統計情   
報を表示する場合は、次のように入力します。

host1/Admin# show service-policy MGMT_HTTPS_POLICY
Status     : ACTIVE
Description: Allow mgmt protocols
-----------------------------------------
Context Global Policy:
  service-policy: MGMT_HTTPS_POLICY 

サービス ポリシー統計情報を消去するには、clear service-policy コマンドを使用   
します。このコマンドの構文は、次のとおりです。

clear service-policy policy_name
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policy_name 引数には、現在使用中の（インターフェイスに適用されている）既 
存ポリシー マップの ID を入力します。最大 64 文字の英数字からなる、引用符     
で囲まれていない文字列です。

たとえば、現在使用中であるポリシー マップ MGMT_HTTPS_POLICY の統計情   
報を消去する場合は、次のように入力します。

host1/Admin# clear service-policy MGMT_HTTPS_POLICY 
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raw XML 要求の show コマンド出力を XML フォーマットで      
表示できるようにする場合

デフォルトでは、対応する CLI show コマンド出力が XML フォーマットをサポー     
トする場合、XML 応答は自動的に XML フォーマットで表示されます。しかし、   
CLI コンソールでコマンドを実行している場合、または NMS から raw XML 応答      
を実行している場合、XML 応答は標準の CLI 表示形式で表示されます。

次のいずれかのアクションを実行すると、raw XML 要求の show コマンド出力を    
XML フォーマットで表示できるようになります。

 • CLI から EXEC モードで xml-show on コマンドを指定する。

 • raw XML 要求そのものに xml-show on コマンドを含める（XML ラッパーに      
含まれた CLI コマンド）。

真の XML（後ろの例を参照）を実行している場合は、xml-show on コマンドを   
選択する必要はありません。

XML フォーマットでサポートされる show コマンド出力の詳細については、ソ   
フトウェア イメージに組み込まれている ACE の DTD ファイル cisco_ace.dtd を       
参照してください（「ACE DTD ファイルへのアクセス」を参照）。ACE の DTD    
ファイルには、出力が XML フォーマットをサポートする show コマンドの XML     
アトリビュートに関する情報があります。

たとえば、show interface vlan 10 コマンドを指定する場合、show interface コマ      
ンドの DTD は次のようになります。

<!-- 
interface-number is req for show-type vlan | bvi.
interface-number is between 1 and 4095 for vlan and 8191 for bvi.
-->
<!ENTITY % show-interface 
    "interface-type      (vlan | bvi | eobc)      #IMPLIED
      interface-number      CDATA      #IMPLIED”
>

XML での show interface コマンドは、次のとおりです。

<show_interface interface-type='vlan' interface-number='10'/>
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次に、XML での show interface コマンド出力例を示します。

<response_xml>
<exec_command>
<command>
show interface vlan 10
</command>
<status code="100" text="XML_CMD_SUCCESS"/>
<xml_show_result>
<xml_show_interface>
<xml_interface_entry>
<xml_interface>
<interface_name>vlan10</interface_name>
<interface_status>up</interface_status>
<interface_hardware>VLAN</interface_hardware>
<interface_mac>
<macaddress>00:05:9a:3b:92:b1</macaddress>
</interface_mac>
<interface_mode>routed</interface_mode>
<interface_ip>
<ipaddress>10.20.105.101</ipaddress>
<ipmask>255.255.255.0</ipmask>
</interface_ip>
<interface_ft_status>non-redundant</interface_ft_status>
<interface_description>
<interface_description>not set</interface_description>
</interface_description>
<interface_mtu>1500</interface_mtu>
<interface_last_cleared>never</interface_last_cleared>
<interface_alias>
<ipaddress>not set</ipaddress>
</interface_alias>
<interface_standby>
<ipaddress>not set</ipaddress>
</interface_standby>
<interface_sup_enabled>Assigned</interface_sup_enabled>
<interface_auto_status>up</interface_auto_status>
</xml_interface>
<interface_stats>
<ifs_input>
<ifs_unicast>50</ifs_unicast>
<ifs_bytes>8963</ifs_bytes>
<ifs_multicast>26</ifs_multicast>
<ifs_broadcast>1</ifs_broadcast>
<ifs_errors>0</ifs_errors>
<ifs_unknown>0</ifs_unknown>
<ifs_ignored>0</ifs_ignored>
<ifs_unicast_rpf>0</ifs_unicast_rpf>
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</ifs_input>
<ifs_output>
<ifs_unicast>45</ifs_unicast>
<ifs_bytes>5723</ifs_bytes>
<ifs_multicast>0</ifs_multicast>
<ifs_broadcast>1</ifs_broadcast>
<ifs_errors>0</ifs_errors>
<ifs_ignored>0</ifs_ignored>
</ifs_output>
</interface_stats>
</xml_interface_entry>
</xml_show_interface>
</xml_show_result>
</exec_command>
</response_xml>

このコマンドの構文は、次のとおりです。

xml-show {off | on | status}

キーワードは次のとおりです。

 • off — XML フォーマットではなく、標準の CLI 表示出力として、CLI show      
コマンド出力を表示します。

 • on — XML フォーマットで出力を表示する特定の show コマンドが実装され     
ていない場合を除き、XML フォーマットで CLI show コマンド出力を表示し    
ます。XML フォーマットでサポートされる show コマンド出力の詳細につい   
ては、ソフトウェア イメージに組み込まれている ACE の DTD ファイル     
cisco_ace.dtd を参照してください（「ACE DTD ファイルへのアクセス」を参   
照）。

 • status — xml show コマンド ステータスの結果を表示します。on または off       
です。status キーワードを使用すると、xml show コマンドの設定状態を判別   
できます。

たとえば、CLI から XML フォーマットで raw XML 要求の show コマンド出力を        
表示できるようにするには、次のように入力します。

host1/Admin# xml-show on

CLI show コマンド出力の表示を標準の CLI 出力に戻す場合は、次のように入力    
します。

host1/Admin# xml-show off
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ACE DTD ファイルへのアクセス
ACE の DTD ファイル cisco_ace.dtd は、ソフトウェア イメージの一部として組み      
込まれていて、HTTP または HTTPS で Web ブラウザからアクセスできます。     
cisco_ace.dtd ファイルにアクセスするには、Web ブラウザを使用して次のいずれ  
かの作業を実行します。

 • cisoc_ace.dtd ファイルに直接アクセスする。

 • Cisco ACE Module Management ページから cisco_ace.dtd ファイルを開く。

Cisco ACE DTD 3.0 ファイルにアクセスして表示する場合、手順は次のとおりで    
す。

ステップ 1 まだの場合は、レイヤ 3 およびレイヤ 4 クラス マップおよびポリシー マップを      
作成し、ACE に受信させる HTTP または HTTPS 管理トラフィックを分類します。     
「HTTP および HTTPS 管理トラフィック サービスの設定」を参照してください。

ステップ 2 Microsoft Internet Explorer、Netscape Navigator など、適切なインターネット Web     
ブラウザを開きます。

ステップ 3 cisco_ace.dtd ファイルに直接アクセスする場合は、アドレス フィールドに ACE   
の HTTP または HTTPS アドレスを指定し、続けて cisco_ace.dtd を指定します。     
入力例を示します。

https://ace_ip_address/cisco_ace.dtd

http://ace_ip_address/cisco_ace.dtd

cisco_ace.dtd ファイルを開くか、それともコンピュータに保存するかを選択でき 
ます。

ステップ 4 次の手順で、Cisco ACE Module Management ページから cisco_ace.dtd ファイルに      
アクセスします。

a. アドレス フィールドに ACE の HTTP または HTTPS アドレスを指定します。

https://ace_ip_address

http://ace_ip_address
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b. プロンプトに対して Yes をクリックし、シスコ の署名入り証明書を受諾（信   
頼）してインストールします。署名入り証明書をインストールには、次のい

ずれかを実行します。

－ Microsoft Internet Explorer を使用している場合は、Security Alert ダイア
ログボックスで View Certificate をクリックし、Install Certificate オプ
ションを選択して、Certificate Manager Import ウィザードのプロンプト
に従います。

－ Netscape Navigator を使用している場合は、New Site Certificate ダイアロ
グボックスで Next をクリックし、New Site Certificate ウィザードのプロ
ンプトに従います。

c. 表示されたフィールドにユーザ名とパスワードを入力し、OK をクリックし 
ます。Cisco ACE Module Management ページが表示されます。

d. Cisco ACE Module Management ページの Resources カラムで CISCO ACE DTD         
3.0 のリンクをクリックし、cisco_ace.dtd ファイルにアクセスします。  
cisco_ace.dtd ファイルを開くか、それともコンピュータに保存するかを選択 
できます。
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A P P E N D I X A
ACE ソフトウェアの
アップグレード

この付録では、Cisco Application Control Engine（ACE）モジュールのアップグ   
レードについて説明します。この章の内容は、次のとおりです。

 • ACE ソフトウェア アップグレードの概要

 • 準備作業

 • ACE ソフトウェア アップグレード クイック スタート

 • ACE へのソフトウェア アップグレード イメージのコピー

 • ソフトウェア イメージを自動ブートするための ACE の設定

 • ACE モジュールのリロード

 • ROMMON ユーティリティから ACE を回復させる方法

 • ソフトウェア イメージ情報の表示
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ACE ソフトウェア アップグレードの概要
ACE は、オペレーティング システム ソフトウェアをロードした状態で納品され   
ます。新機能や不具合の修正を利用するために、新しいバージョンのソフトウェ

アが使用可能になった時点で、ACE をアップグレードできます。

管理コンテキストで、EXEC モードの copy コマンドを使用して、各 ACE にソフ     
トウェアを手動でインストールします。ソフトウェアのインストールが完了して

から、ブート変数とコンフィギュレーション レジスタを設定し、ソフトウェア 
イメージを自動ブートします。さらに、モジュールをリロードして、新しいソフ

トウェア イメージをロードします。

ソフトウェアのアップグレードまたはダウングレード時に、既存のネットワーク

トラフィックをできるだけ妨げることがないように、ACE モジュールを冗長構 
成にしてください。冗長性の詳細については、第 6 章「冗長 ACEモジュールの  
設定」を参照してください。

（注） ソフトウェア バージョン A2(1.0) では、ハードウェア支援型の SSL（HTTPS）プ    
ローブが採用されています。そのため、ACE ではデフォルトの SSL バージョン   
に all オプションを使用し、ip address コマンドに routed オプションが指定され      
ているかどうかに関係なく、ルーティング テーブルを使用して（実サーバ IP ア   
ドレスのバイパスが可能）、HTTPS プローブをそれぞれの宛先に送ります。 
A1(6.x) のコンフィギュレーションでデフォルトの SSL バージョン（SSLv3）を   
指定し、routed オプションを指定しないで HTTPS プローブを使用した場合、   
HTTPS プローブの動作はバージョン A2(1.0) の場合と異なる可能性があります。   
HTTPS プローブの詳細についてはについては、『Cisco Application Control Engine    
Module Server Load-Balancing Configuration Guide』を参照してください。
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付録 A      ACE ソフトウェアのアップグレード
準備作業

準備作業
ACE ソフトウェアをアップグレードする前に、この付録を最後まで読み、アッ 
プグレード プロセス全体を十分に理解してください。必ず、ACE コンフィギュ  
レーションが次に説明するアップグレードの前提条件を満たしているかどうか

を確認してください。

 • FT プライオリティおよびプリエンプトに関するコンフィギュレーションの 
確認

 • チェックポイントの作成

 • アプリケーション プロトコル インスペクション設定のアップデート

FT プライオリティおよびプリエンプトに関するコンフィギュレーション 
の確認

現在アクティブの ACE がソフトウェア アップグレード後も引き続きアクティブ   
になるようにするには、アクティブ ACE のプライオリティがスタンバイ（ピア）  
ACE より高く設定されていて、なおかつ preempt コマンドが設定されている必   
要があります。ACE の冗長構成を確認するには、show running-config ft コマン    
ドを使用します。preempt コマンドはデフォルトでイネーブルになり、実行コン 
フィギュレーションには表示されないことに注意してください。

チェックポイントの作成

ACE では、各コンテキストの実行コンフィギュレーション ファイルにチェック  
ポイントを作成することを強く推奨します。チェックポイントによってコンフィ

ギュレーションのスナップショットが作成されるので、アップグレードで問題が

発生し、旧リリースにソフトウェアをダウングレードすることになっても、あと

からロールバックできます。コンフィギュレーション チェックポイントを作成 
する各コンテキストで、EXEC モードの checkpoint create コマンドを使用し、    
チェックポイントに名前を割り当てます。チェックポイント作成およびコンフィ

ギュレーション ロールバックの詳細については、第 4 章「ACE ソフトウェアの    
管理」を参照してください。ACE のダウングレード手順については、『Release 
Note for the Cisco Application Control Engine Module』の「Downgrading Your ACE         
Software」を参照してください。
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アプリケーション プロトコル インスペクション設定のアップデート
ACE バージョン A2(1.x) は A1(x) ソフトウェア バージョンより、アプリケーショ      
ン プロトコル インスペクション設定に関するエラー チェックが厳格なので、イ   
ンスペクション設定が次に示す条件を満たしているかどうかを確認してくださ

い。A2(1.x) ソフトウェアのエラー チェック プロセスでは、インスペクション分   
類（クラス マップ）の誤設定が許容されず、エラー メッセージが表示されます。  
A2(1.x) ソフトウェアのロード前に、スタートアップまたは実行コンフィギュ 
レーション ファイルにこのような誤設定が含まれていた場合は、冗長構成のス 
タンバイ ACE が STANDBY_COLD ステートでブートする可能性があります。冗    
長性のステートについては、第 6 章「冗長 ACEモジュールの設定」を参照して  
ください。

インスペクション トラフィックのクラス マップが非インスペクション トラ   
フィックも一致するように総称（match . . . any または class-default が設定されて       
いる）場合、ACE はエラー メッセージを表示し、そのインスペクション設定を  
受け付けません。例を示します。

switch/Admin(config)# class-map match-all TCP_ANY
switch/Admin(config-cmap)# match port tcp any
 
switch/Admin(config)# policy-map multi-match FTP_POLICY
switch/Admin(config-pmap)# class TCP_ANY 
switch/Admin(config-pmap-c)# inspect ftp
Error: This class doesn't have tcp protocol and a specific port

次に、A2(1.x) のインスペクション設定で認められない総称クラス マップの  
match 文および ACL の例を示します。

 • match port tcp any

 • match port udp any

 • match port tcp range 0 65535

 • match port udp range 0 65535

 • match virtual-address 192.168.12.15 255.255.255.0 any

 • match virtual-address 192.168.12.15 255.255.255.0 tcp any

 • access-list acl1 line 10 extended permit ip any any
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付録 A      ACE ソフトウェアのアップグレード
準備作業

アプリケーション プロトコル インスペクションに関しては、クラス マップに具   
体的なプロトコル（インスペクション タイプに対応）を設定し、具体的なポー 
トまたはポート番号の範囲を指定する必要があります。

HTTP、FTP、RTSP、Skinny、および ILS プロトコル インスペクションの場合は、   
設定プロトコルとして TCP が必要です。また、具体的なポートまたはポート範  
囲も必要です。コマンドの入力例を示します。

host1/Admin(config)# class-map match-all L4_CLASS
host1/Admin(config-cmap)# match port tcp eq www

SIP プロトコル インスペクションの場合は、クラス マップに設定プロトコルと   
して TCP または UDP が必要です。また、具体的なポートまたはポート範囲も必    
要です。コマンドの入力例を示します。

host1/Admin(config)# class-map match-all L4_CLASS
host1/Admin(config-cmap)# match port tcp eq 124

または

host1/Admin(config-cmap)# match port udp eq 135

DNS インスペクションの場合は、クラス マップに設定プロトコルとして UDP が    
必要です。また、具体的なポートまたはポート範囲も必要です。コマンドの入力

例を示します。

host1/Admin(config)# class-map match-all L4_CLASS
host1/Admin(config-cmap)# match port udp eq domain

ICMP プロトコル インスペクションの場合は、クラス マップに設定プロトコル   
として ICMP が必要です。コマンドの入力例を示します。

host1/Admin(config)# access-list ACL1 extended permit icmp 
192.168.12.15 255.255.255.0 192.168.16.25 255.255.255.0 echo

host1/Admin(config)# class-map match-all L4_CLASS
host1/Admin(config-cmap)# match access-list ACL1
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ACE ソフトウェア アップグレード クイック スタート
表 A-1 に、各 ACE 上でソフトウェアを設定するために必要な手順の概要を示し   
ます。各手順には、作業に必要な CLI コマンドまたは手順の参照が含まれていま  
す。各機能および CLI コマンドに関連するすべてのオプションの詳細について  
は、表 A-1 の後ろに続く各項を参照してください。このクイック スタートでは、  
わかりやすくするために、元のアクティブ ACE を ACE-1、元のスタンバイ ACE    
を ACE-2 で表します。

表 A-1 ACE ソフトウェア アップグレード クイック スタート 

作業およびコマンド例

1. 各 ACE にログインします。CLI に EXEC モードのプロンプトが表示されま     
す。複数のコンテキストで動作する場合は、CLI プロンプトを観察して、 
管理コンテキストで動作しているかどうかを確認してください。必要に応

じて、管理コンテキストに直接ログインするか、または changeto コマンド  
を入力して管理コンテキストに切り替えてください。

host1/Admin# 

2. 各 ACE の管理コンテキストで、EXEC モードの write memory all コマンド       
を入力し、各コンテキストの実行コンフィギュレーションを保存します。

host1/Admin# write memory all

3. EXEC モードで checkpoint create コマンドを入力し、両方の ACE の各コン      
テキストでチェックポイントを作成します。

host1/Admin# checkpoint create ADMIN_CHECKPOINT
host1/Admin# changeto C1
host1/C1# checkpoint create C1_CHECKPOINT

4. EXEC モードで copy ftp、copy sftp、または copy tftp コマンドを入力し、新       
しいソフトウェア イメージを各 ACE の image: ディレクトリにコピーしま     
す。たとえば、FTP を使用して、c6ace-t1k9_A2_1.bin という名前でイメー  
ジをコピーする場合は、次のように入力します。

host1/Admin# copy ftp://server1/images/c6ace-t1k9-mz.A2_1.bin 

image:
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付録 A      ACE ソフトウェアのアップグレード
ACE ソフトウェア アップグレード クイック スタート    

5. 新しいイメージから自動的にブートするように、ACE-1 を設定します。 

ブート変数とコンフィギュレーション レジスタを 1 に設定するには、コン   
フィギュレーション モードで boot system image: および config-register コ       
マンドを使用します。入力例を示します。

host1/Admin# config
host1/Admin(config)# boot system image:c6ace-t1k9-mz.A2_1.bin
host1/Admin(config)# config-register 1
host1/Admin(config)# exit
host1/Admin# 

boot system コマンドを使用して、2 つまでイメージを設定できます。最初   
のイメージで失敗した場合、ACE は 2 番めのイメージからブートを試みま   
す。

（注） 設定済みのブート変数を削除する場合は、no boot system image: コ    
マンドを使用します。

6. ACE-2 上で次のコマンドを入力し、ブート変数が ACE-2 と同期したかどう   
かを確認します。

host1/Admin# show bootvar
BOOT variable = “disk0:c6ace-t1k9-mz.A2_1.bin”
Configuration register is 0x1
host1/Admin#

表 A-1 ACE ソフトウェア アップグレード クイック スタート（続き）

作業およびコマンド例
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7. EXEC モードで show ft group detail コマンドを入力し、各モジュールの状      
態を確認します。EXEC モードで reload コマンドを入力し、管理コンテキ   
ストが STANDBY_HOT ステート（ACE-2）の ACE を先にアップグレード    
します。ACE-2 のブート後、再び STANDBY_HOT ステートになるまでに   
数分かかる場合があります。コンフィギュレーションの同期は引き続き有

効であり、ACE-1 経由の接続が引き続き ACE-2 に複製されています。

（注） ACE-1 のコンフィギュレーションに、それ以上コマンドを追加しない 
でください。アップグレード手順のこの時点で、ACE-1 のコンフィギュ 
レーションに追加した差分コマンドは、ACE-2 のコンフィギュレー 
ションに正しく同期しない可能性があります。

host1/Admin# reload
This command will reboot the system
Save configurations for all the contexts. Save? [yes/no]: [yes]

8. ACE-1 上で ft switchover all コマンドを入力し、ACE-1 から ACE-2 へすべ        
てのコンテキストのグレースフル フェールオーバーを実行します。ACE-2 
が新しいアクティブ ACE になり、アクティブなすべての接続のマスター  
シップを引き継ぎます。既存の接続が中断することはありません。

host1/Admin# ft switchover all

9. リロードによって ACE-1 をアップグレードし、EXEC モードで show ft     
group detail コマンドを入力して、ACE-1 が STANDBY_HOT ステートに     
なったことを確認します（数分かかる場合があります）。この時点で、ACE-1
と ACE-2 の両方で同じバージョンが稼働しているので、コンフィギュレー  
ション モードが使用可能です。ACE 2（現在アクティブ）から ACE-1 に、    
コンフィギュレーションが同期しています。ACE-1 のプライオリティ設定 
の方が高く、FT グループに preempt が設定されている場合は、ACE-1 が    
ACE-2 からすべてのコンフィギュレーションとステート情報を受信した 
後に、再びマスターシップを主張し、ACE-2 を新しいスタンバイにします。 
ACE-1 は再びアクティブ ACE になります。

host1/Admin# reload

10. show ft group detail コマンドを入力して、ACE-1 が ACTIVE ステートで、       
ACE-2 が STANDBY_HOT ステートになっていることを確認します。

表 A-1 ACE ソフトウェア アップグレード クイック スタート（続き）

作業およびコマンド例
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ACE へのソフトウェア アップグレード イメージのコピー 
ACE にソフトウェア イメージをコピーするには、EXEC モードから管理コンテ   
キストで copy コマンドを使用します。下記をはじめ、さまざまなコピー元から  
ACE にソフトウェア イメージをコピーできます。

 • FTP サーバ

 • SFTP サーバ

 • TFTP サーバ

copy コマンドを使用すると ACE にコピーしたイメージの名前を変更できます。

このコマンドの構文は、次のとおりです。

copy {ftp://server/path[/filename] | sftp://[username@]server/path[/filename] | 
tftp://server[:port]/path[/filename]} image:[name]

キーワード、引数、およびオプションは次のとおりです。

 • ftp://server/path[/filename] — FTP サーバ上のソフトウェア イメージの URL     
を指定します。このパスは、省略した場合は ACE が情報を要求するので任  
意です。

 • sftp://[username@]server/path[/filename] — セキュア FTP サーバ上のソフト    
ウェア イメージの URL を指定します。このパスは、省略した場合は ACE が     
情報を要求するので任意です。

 • tftp://server[:port]/path[/filename] — TFTP サーバ上のソフトウェア イメージ    
の URL を指定します。このパスは、省略した場合は ACE が情報を要求する    
ので任意です。

 • image:[name]ACE にコピーしたソフトウェア イメージの名前を指定します。  
name 引数を入力しなかった場合、ACE はこのイメージのデフォルト名を使  
用します。

たとえば、FTP サーバ上のイメージ c6ace-t1k9-mz.A2_1.bin を ACE にコピーする     
場合は、次のように入力します。

host1/Admin# copy ftp://server1/images/c6ace-t1k9-mz.A2_1.bin image:

ブート変数を設定し、このイメージを自動ブートするように ACE を設定する場  
合は、「ソフトウェア イメージを自動ブートするための ACE の設定」を参照し   
てください。
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ソフトウェア イメージを自動ブートするための ACE の設定
ACE にイメージをコピーしてから、ブート変数とコンフィギュレーション レジ  
スタを設定することによって、イメージを自動ブートするように ACE を設定し  
ます。ブート変数では、起動時に ACE がブートするイメージを指定します。コ  
ンフィギュレーション変数を設定すると、ブート変数で定義されたイメージを自

動ブートできます。

ここで説明する内容は、次のとおりです。

 • ブート変数の設定

 • ブート変数を自動ブートするためのコンフィギュレーション レジスタの設 
定

 • ブート変数およびコンフィギュレーション レジスタの確認

ブート変数およびコンフィギュレーション レジスタの詳細については、第 1 章   
「ACE の設定」を参照してください。

ブート変数の設定

ブート変数を設定するには、コンフィギュレーション モードから管理コンテキ 
ストで boot system image: コマンドを使用します。このコマンドの構文は、次の    
とおりです。

boot system image:image_name

image_name 引数は、インストールされたイメージの名前です。

注意 boot system image: コマンドでイメージを 1 つだけ設定する場合は、必ず、この     
イメージ名を正確に入力してください。そうしないと、ACE のリロードを試み 
たときに、無効なイメージ名が使用され、リロードが失敗し、ROMMON ユー 
ティリティが起動します。この問題の解消方法については、「ROMMON ユー 
ティリティから ACE を回復させる方法」を参照してください。

boot system コマンドを使用して、2 つまでイメージを設定できます。最初のイ   
メージで失敗した場合、ACE は 2 番めのイメージを試行します。
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ソフトウェア イメージを自動ブートするための ACE の設定   

たとえば、ブート変数を c6ace-t1k9-mz.A2_1.bin イメージに設定する場合は、次  
のように入力します。

host1/Admin(config)# boot system image:c6ace-t1k9-mz.A2_1.bin 

設定済みのブート変数を削除する場合は、no boot system image: コマンドを使用    
して、設定済みのブート変数を設定解除します。

ブート変数を自動ブートするためのコンフィギュレーション レジスタの設 
定

ブート環境変数で指定されたシステム イメージを自動ブートするように ACE を   
設定するには、コンフィギュレーション モードから管理コンテキストで 
config-register コマンドを使用し、コンフィギュレーション レジスタを 1 に設定    
します。

（注） config-register を 0 に設定すると、リブート時に rommon プロンプトでブートす     
ることが ACE に指示されます。その場合、起動した ACE は ROMMON モード      
のままになります。

レジスタを 1 に設定する場合の入力例を示します。

host1/Admin(config)# config-register 1

ブート変数およびコンフィギュレーション レジスタの確認
ブート変数およびコンフィギュレーション レジスタを確認するには、EXEC モー  
ドから管理コンテキストで show bootvar コマンドを使用します。入力例を示し   
ます。

host1/Admin# show bootvar
BOOT variable = “disk0:c6ace-t1k9-mz.A2_1.bin”
Configuration register is 0x1
host1/Admin#

0x1 は、コンフィギュレーション レジスタを 1 に設定するという意味です。
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ACE モジュールのリロード
インストールされたソフトウェア アップグレードを ACE に使用させるには、   
ACE モジュールをリロードします。ACE をリロードするには、EXEC モードか   
ら管理コンテキストで reload コマンドを使用します。このコマンドの構文は、次  
のとおりです。

reload

入力例を示します。

host1/Admin# reload
This command will reboot the system
Save configurations for all the contexts. Save? [yes/no]: [yes]

ACE をリロードしたときに rommon モード プロンプトが表示された場合は、    
アップグレードまたは ACE で問題が発生しています。詳細については、  
「ROMMON ユーティリティから ACE を回復させる方法」を参照してください。
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ROMMON ユーティリティから ACE を回復させる方法
ACE をリロードしたときに、rommon モード プロンプトが表示された場合は、次   
のいずれかの問題が発生したと考えられます。

 • インストールしたイメージ名を誤って入力した。この問題は、ACE にイメー 
ジが正しくインストールされていることが前提です。

 • ダウンロードした ACE イメージが壊れている。

 • ACE のコンパクト フラッシュでハードウェア障害が発生した。

イメージ名を誤って入力した場合は、rommon プロンプトから ACE をブートし、   
ACE のリブート後に、ブート変数のイメージ名を修正します。詳細については、 
「有効なイメージ名で ROMMON から ACE をブートする方法」を参照してくださ    
い。

ダウンロードしたイメージが壊れていた場合、またはコンパクト フラッシュ障 
害の場合は、スーパーバイザ エンジンに ACE イメージをコピーし、スーパーバ   
イザ エンジンから ACE をブートします。詳細については、「スーパーバイザ エ    
ンジンへの ACE イメージのコピー」を参照してください。

有効なイメージ名で ROMMON から ACE をブートする方法
boot system コマンドでイメージを 1 つだけ設定する場合は、ACE が正しくリ     
ロードできるように、イメージ名を正確に入力する必要があります。そうしない

と、ACE のリロードを試みたときに、無効なイメージ名が使用され、リロード 
が失敗し、ROMMON ユーティリティが起動し、rommon モード プロンプトが表   
示されます。

リロードの試行後、イメージをロードできなかったことを伝える、次のような

ブート メッセージが CLI に表示されます。

boot: cannot load “disk0:c6ace-t1k9mz.A2_1.bin”

イメージ名が正しいかどうかを確認してください。イメージ名が正しい場合、イ

メージが壊れているか、コンパクト フラッシュが故障している可能性がありま 
す。このような状況で ACE をリロードする方法の詳細については、「スーパーバ  
イザ エンジンへの ACE イメージのコピー」を参照してください。
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この例では、イメージ名が間違っています。メッセージの c6ace-t1k9mz.A2_1.bin 
イメージは c6ace-t1k9-mz.A2_1.bin でなければなりません。

rommon モードから正しいイメージ名で ACE をブートし、ブート変数のイメー   
ジ名を修正する手順は、次のとおりです。

ステップ 1 disk0: ディレクトリにアクセスして、正しいイメージ名を表示します。

rommon 1> dir disk0:
Directory of disk0:

20903 28583947 -rw- c6ace-t1k9-mz.A2_1.bin <correct image
2 74448896 -rw- TN-CONFIG
....
rommon 2> 

ステップ 2 ACE 上に置くブート イメージを設定します。

rommon 2> BOOT=c6ace-t1k9-mz.A2_1.bin

ステップ 3 コンフィギュレーション変数でブート イメージを確認します。

rommon 3> set
PS1+rommom!>
RELOAD_REASON=reload command by admin
?=0
BOOT=c6ace-t1k9-mz.A2_1.bin
rommon 4> 

ステップ 4 ACE 上のイメージをブートします。

rommon 4> boot
Loading disk0:c6ace-t1k9-mz.A2_1.bin. Please wait...

ブート プロセスが完了するまでに数分かかることがあります。
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ステップ 5 ログイン プロンプトが表示されてから、ACE にログインします。

host1 login: admin
Password:
Cisco Application Control Software (ACSW)
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (c) 2002-2006, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
The copyrights to certain works contained herein are owned by
other third parties and are used and distributed under license.
Some parts of this software are covered under the GNU Public
License. A copy of the license is available at
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html.
host1/Admin#

ステップ 6 管理コンテキストでコンフィギュレーション モードにアクセスし、設定済みの 
ブート変数を設定解除します。no boot system image:  コマンドを使用します。

host1/Admin# config
host1/Admin(config)# no boot system image:c6ace-t1k9mz.A2_1.bin 

ステップ 7 有効なイメージ名でブート変数をリセットします。boot system image: コマンド   
を使用します。

host1/Admin(config)# boot system image:c6ace-t1k9-mz.A2_1.bin 

ステップ 8 ブート変数に正しいイメージ名が設定されていることを確認するために、EXEC
モードから管理コンテキストで show bootvar コマンドを使用します。

host1/Admin# show bootvar
BOOT variable = “c6ace-t1k9-mz.A2_1.bin”
Configuration register is 0x1
host1/Admin#
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スーパーバイザ エンジンへの ACE イメージのコピー
壊れている ACE イメージをダウンロードした場合、または ACE のコンパクト フ     
ラッシュが故障している場合は、スーパーバイザ エンジンにコピーしたイメー 
ジから ACE をブートできます。

スーパーバイザ エンジンの CLI から、次の手順を実行します。

ステップ 1 スーパーバイザ エンジンの disk0: に ACE を copy コマンドを使用してコピーし      
ます。たとえば、TFTP サーバから disk0: に c6ace-t1k9-mz.3.0.0_A1_4.bin をコピー     
する場合は、次のように入力します。

Router# copy tftp://192.168.144.14/tftpboot/c6ace-t1k9-mz.A2_1.bin 
disk0:
Destination filename [c6ace-t1k9-mz.A2_1.bin]?
Accessing tftp://192.168.144.14/tftpboot/c6ace-t1k9-mz.A2_1.bin ...
Loading /tftpboot/c6ace-t1k9-mz.A2_1.bin from 192.168.144.14 (via VLAN 
12):!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...
[OK - 29251568 bytes]

29251568 bytes copied in 81.600 secs (358475 bytes/sec)
Router# 

ステップ 2 スーパーバイザ エンジンにイメージをコピーしたあとで、コンフィギュレー 

ション モードを開始して、ACE のブート変数およびイメージを設定します。た  
とえば、ACE がスロット 3 に搭載されている場合に、コンフィギュレーション   
モードを開始して、ブート変数を設定する場合は、次のように入力します。

Router# conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#boot device module 3 disk0:c6ace-t1k9-mz.A2_1.bin
Device BOOT variable = disk0:c6ace-t1k9-mz.A2_1.bin
Warning: Device list is not verified
Router#
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ACE から、次の手順を実行します。

ステップ 1 boot eobc コマンドを使用して、スーパーバイザ エンジン上のイメージから ACE    
をブートします。

rommon 1> boot eobc:

ステップ 2 ログイン プロンプトが表示されてから、ACE にログインします。

host1 login: admin
Password:
Cisco Application Control Software (ACSW)
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (c) 2002-2006, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
The copyrights to certain works contained herein are owned by
other third parties and are used and distributed under license.
Some parts of this software are covered under the GNU Public
License. A copy of the license is available at
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html.
host1/Admin#

ステップ 3 ACE 上のイメージが壊れていた場合は、ACE に別のイメージをコピーします。  
「ACE へのソフトウェア アップグレード イメージのコピー」を参照してくださ   
い。その後、イメージを自動ブートするように ACE を設定します。「ソフトウェ  
ア イメージを自動ブートするための ACE の設定」を参照してください。

ACE 上のコンパクト フラッシュでハードウェア障害が発生した場合は、TAC サ   
ポートに連絡してください。
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ソフトウェア イメージ情報の表示
ACE 上のソフトウェア イメージを表示するには、EXEC モードで show version     
コマンドを使用します。このコマンドの構文は、次のとおりです。

show version

入力例を示します。

host1/Admin# show version
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