
イーサネットスイッチの設定

この章では、次の設定作業の概要について説明します。

• Cisco 860、880、および 890サービス統合型ルータ（ISR）の 4ポートファストイーサネッ
ト（FE）スイッチ

• Cisco 860VAE-K9のギガビットイーサネット（GE）スイッチ

• Cisco 860および Cisco 880シリーズ ISRで内蔵ワイヤレスアクセスポイントを提供するギ
ガビットイーサネット（GE）スイッチ

FEスイッチは、10/100Base Tレイヤ 2ファストイーサネットスイッチです。GEスイッチは
1000Base Tレイヤ 2ギガビットイーサネットスイッチです。スイッチ上の異なる VLANの間の
トラフィックは、スイッチ仮想インターフェイス（SVI）を使用し、ルータプラットフォームを
通じてルーティングされます。

どのスイッチポートも、他のシスコイーサネットスイッチに接続するためのトランキングポー

トとして設定できます。オプションの電源モジュールを Cisco 880シリーズ ISRに追加すること
で、IP電話や外部アクセスポイント用に、FEポートのうちの 2つにインラインパワーを供給で
きます。

この章の内容は、次のとおりです。

• スイッチポートの番号付けと命名, 2 ページ

• スイッチポートモード, 2 ページ

• FEスイッチの制限事項, 2 ページ

• イーサネットスイッチ, 2 ページ

• SNMP MIBの概要, 7 ページ

• イーサネットスイッチの設定, 9 ページ
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スイッチポートの番号付けと命名
Cisco 860、880、および 890 ISRのポートは、次のように番号が割り当てられています。

• Cisco 860、880、および 890 ISRの FEスイッチのポートには FE0～ FE3の番号が付けられて
います。

• 860VAE-K9の GEスイッチのポートには GE0という番号が付けられます。

• Cisco 860および Cisco 880シリーズ ISRで内蔵ワイヤレスアクセスポイントを提供する GE
スイッチのポートには、Wlan-GigabitEthernet0という名前と番号が付けられます。

スイッチポートモード
リリース 15.7 (3)M以前では、Cisco 800シリーズルータのスイッチポートのデフォルトモードは
アクセスでした。デフォルトスイッチポートモード（アクセス）のコマンドは次の通りです：
switchport mode access

リリース 15.7 (3)M以降では、デフォルトのスイッチポートモードはダイナミックトランキング
です。ダイナミックトランキングモードのスイッチポートにより、スイッチは反対側にある通

信スイッチが接続を確立しようとするリンクのタイプに基づいて、トランク、またはアクセス

モードを動的に切り替えることができます。デフォルトスイッチポートモード（ダイナミック

トランキング）のコマンドは次のとおりです。 switchport mode dynamic auto

リリース 15.7(3)M以降では、次の CLIを使用する方法でも Cisco 800シリーズルータのスイッチ
ポートを設定できます。 switchport mode dynamic desirable

FE スイッチの制限事項
FEスイッチには次の制限事項があります。

• FEスイッチのポートを、ルータのファストイーサネットオンボードポートに接続してはな
りません。

• Cisco 880シリーズ ISRでは、インラインパワーは FEスイッチポート FE0および FE1での
みサポートされています。Cisco 860シリーズ ISRでは、インラインパワーはサポートされ
ていません。

• VTPプルーニングはサポートされません。

• FEスイッチは、最大 200個の安全なMACアドレスをサポートできます。

イーサネットスイッチ
イーサネットスイッチを設定するには、次の概念について理解する必要があります。
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VLAN および VLAN トランクプロトコル
VLANおよび VLANトランクプロトコル（VTP）の概念については、次を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_3t/12_3t4/feature/guide/gt1636nm.html#wp1047027

インラインパワー

Cisco 860シリーズ ISRでは、インラインパワーはサポートされていません。Cisco 880シリーズ
ISRでは、FEスイッチポート FE0および FE1上で、シスコ IPフォンまたは外部アクセスポイン
トにインラインパワーを供給できます。

FEスイッチ上の検出メカニズムにより、シスコの装置に接続されているかどうかが判別されま
す。スイッチは、回線に電力が供給されていないことを検知すると、電力を供給します。回路上

に電力がある場合は、スイッチは電力を供給しません。

シスコの装置に電力を供給しないようにスイッチを設定したり、検出メカニズムをディセーブル

にすることができます。

FEスイッチは、IEEE 802.3afに準拠する受電デバイスもサポートしています。

802.1X 認証の設定
IEEE802.1xポートベース認証は、一般的にアクセス可能なポートから認証されていないクライア
ントが LANに接続しないように規制する、クライアント/サーバベースのアクセスコントロール
および認証プロトコルを規定しています。認証サーバがスイッチポートに接続する各クライアン

トを認証したうえで、スイッチまたはLANサービスにアクセスできるようにします。クライアン
トが認証されるまで、IEEE802.1xアクセスコントロールでは、クライアントの接続先であるポー
トを介して、Extensible Authentication Protocol over LAN（EAPOL）、Cisco Discovery Protocol
（CDP）、およびスパニングツリープロトコル（STP）トラフィックだけが許可されます。認証
後、通常のトラフィックをポート経由で送受信できます。

IEEE 802.1x認証では、ネットワーク内のデバイスにそれぞれ固有の役割があります。

•サプリカント：LANおよびスイッチサービスへのアクセスを要求し、ルータからの要求に
応答するデバイス（ワークステーション）。ワークステーションでは、MicrosoftWindowsXP
オペレーティングシステムで提供されるクライアントなど、IEEE 802.1x準拠のクライアン
トソフトウェアが稼働している必要があります（サプリカントはクライアントと呼ばれるこ

ともあります）。

•サプリカント：LANおよびスイッチサービスへのアクセスを要求し、ルータからの要求に
応答するデバイス（ワークステーション）。ワークステーションでは、MicrosoftWindowsXP
オペレーティングシステムで提供されるクライアントなど、IEEE 802.1x準拠のクライアン
トソフトウェアが稼働している必要があります（サプリカントはクライアントと呼ばれるこ

ともあります）。
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•認証サーバ：サプリカントの実際の認証を実行する装置。認証サーバはサプリカントの識別
情報を確認し、そのサプリカントに LANおよびスイッチサービスへのアクセスを許可すべ
きかどうかをルータに通知します。ネットワークアクセスデバイス（この例では Cisco ISR
ルータ）は、サプリカントと認証サーバ間で認証メッセージを透過的に渡し、サプリカント

と認証サーバ間で認証プロセスが実行されます。サプリカントと認証サーバ（RADIUSサー
バ）間で使用される EAP方式が決定されます。EAP拡張機能を搭載した RADIUSセキュリ
ティシステムは、Cisco Secure Access Control Serverバージョン 3.0以降で使用できます。
RADIUSはクライアントおよびサーバモデルで動作し、RADIUSサーバと 1つまたは複数の
RADIUSクライアントとの間でセキュア認証情報を交換します。

•オーセンティケータ：サプリカントの認証ステータスに基づいて、ネットワークへの物理ア
クセスを制御するルータ。ルータは、サプリカントと認証サーバ間で仲介装置として動作

し、サプリカントからの ID情報を要求し、その情報を認証サーバで確認し、応答をサプリ
カントにリレーします。ルータには、EAPフレームのカプセル化/カプセル化解除、および認
証サーバとの対話を処理する、RADIUSクライアントが含まれています。

802.1xポートベース認証の設定方法に関する詳細については、次のリンクを参照してください。

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/sec_usr_8021x/configuration/15-mt/
sec-user-8021x-15-mt-book/config-ieee-802x-pba.html

スパニングツリープロトコルの設定

スパニングツリープロトコル（STP）は、ネットワーク内のループを回避しながらパスを冗長化
するためのレイヤ 2リンク管理プロトコルです。レイヤ 2イーサネットネットワークの正常な動
作を実現するには、どの 2つのステーション間でもアクティブパスを 1つにする必要がありま
す。エンドステーション間に複数のアクティブパスがあると、ネットワークにループが生じま

す。このループがネットワークに発生すると、エンドステーションにメッセージが重複して到着

する可能性があります。また、スイッチも複数のレイヤ 2インターフェイスのエンドステーショ
ンMACアドレスを学習する可能性が出てきます。このような状況によって、ネットワークが不
安定になります。スパニングツリーの動作は透過的であり、エンドステーション側で、単一LAN
セグメントに接続されているのか、複数セグメントからなるスイッチドLANに接続されているの
かを検出することはできません。

STPは、スパニングツリーアルゴリズムを使用し、スパニングツリーのルートとして冗長接続
ネットワーク内のスイッチを 1つ選択します。スパニングツリーアルゴリズムは、アクティブト
ポロジでのポートの役割に基づいて各ポートに役割を割り当てることにより、スイッチドレイヤ

2ネットワーク上で最良のループフリーパスを算出します。

•ルート：スパニングツリートポロジに対して選定される転送ポート

•指定：各スイッチド LANセグメントに対して選定される転送ポート

•代替：スパニングツリーのルートブリッジへの代替パスとなるブロックポート

•バックアップ：ループバックコンフィギュレーションのブロックポート

すべてのポートに役割が指定されているスイッチ、またはバックアップの役割が指定されている

スイッチはルートスイッチです。少なくとも 1つのポートに役割が指定されているスイッチは、
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指定スイッチを意味します。スパニングツリーは、冗長データパスを強制的にスタンバイ（ブ

ロック）ステートにします。スパニングツリーのネットワークセグメントでエラーが発生したと

きに冗長パスが存在する場合は、スパニングツリーアルゴリズムがスパニングツリートポロジを

再計算し、スタンバイパスをアクティブにします。スイッチは、定期的にブリッジプロトコル

データユニット（BPDU）と呼ばれるスパニングツリーフレームを送受信します。スイッチはこ
のフレームを転送しませんが、このフレームを使用してループフリーパスを構築します。BPDU
には、送信側スイッチおよびそのポートについて、スイッチおよびMACアドレス、スイッチプ
ライオリティ、ポートプライオリティ、パスコストなどの情報が含まれます。スパニングツリー

はこの情報を使用して、スイッチドネットワーク用のルートスイッチおよびルートポートを選

定し、さらに、各スイッチドセグメントのルートポートおよび指定ポートを選定します。

スイッチの 2つのポートがループの一部になっている場合、スパニングツリーポートプライオリ
ティとパスコストの設定値によって、どちらのポートをフォワーディングステートにするか、ど

ちらをブロッキングステートにするかが制御されます。スパニングツリーポートプライオリティ

値は、ネットワークトポロジにおけるポートの位置とともに、トラフィック転送におけるポート

の位置がどれだけ適切であるかを表します。パスコストの値は、メディアの速度を表します。

STPの設定に関する詳細については、次のリンクを参照してください。

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst3750/software/release/15-0_2_se/configuration/
guide/scg3750/swstp.html

例：スパニングツリープロトコルの設定

次に、ギガビットイーサネットインターフェイスのスパニングツリーポートプライオリティの

設定の例を示します。ループが発生した場合、スパニングツリーはポートプライオリティを使用

して、フォワーディングステートにするインターフェイスを選択します。

Router# configure terminal
Router(config)# interface gigabitethernet 0/2
Router(config-if)# spanning-tree vlan 1 port-priority 64
Router(config-if)# end

ギガビットイーサネットインターフェイスのスパニングツリーポートコストを変更する方法の

例を示します。ループが発生した場合、スパニングツリーはコストを使用して、フォワーディン

グステートにするインターフェイスを選択します。

Router#configure terminal
Router(config)# interface gigabitethernet 0/2
Router(config-if)# spanning-tree cost 18
Router(config-if)# end

VLAN 10のブリッジプライオリティを 33792に設定する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# spanning-tree vlan 10 priority 33792
Router(config)# end

VLAN 10の helloタイムを 4秒に設定する例を示します。helloタイムはルートスイッチがコン
フィギュレーションメッセージを生成する間隔です。

Router# configure terminal
Router(config)# spanning-tree vlan 10 hello-time 4
Router(config)# end

転送遅延時間を設定する例を示します。転送遅延時間は、スパニングツリーラーニングステート

およびリスニングステートからフォワーディングステートに移行するまでに、インターフェイス

が待機する秒数です。

Router# configure terminal
Router(config)# spanning-tree vlan 10 forward-time 21
Router(config)# end
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スパニングツリーの最大エージングインターバルの設定の例を示します。最大エージングタイ

ムは、再構成を試行するまでにスイッチがスパニングツリーコンフィギュレーションメッセージ

を受信せずに待機する秒数です。

Router# configure terminal
Router(config)# spanning-tree vlan 20 max-age 36
Router(config)# end

スイッチを VLAN 10のルートブリッジとして設定し、ネットワークの直径を 4に設定する例を
示します。

Router# configure terminal
Router(config)# spanning-tree vlan 10 root primary diameter 4
Router(config)# exit

スパニングツリープロトコル

スパニングツリープロトコルについては、次を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_3t/12_3t4/feature/guide/gt1636nm.html#wp1048458

Cisco Discovery Protocol
CiscoDiscovery Protocol（CDP）は、シスコ製のすべてのルータ、ブリッジ、アクセスサーバ、ス
イッチで、レイヤ2（データリンク層）上で動作します。CDPを使用することにより、ネットワー
ク管理アプリケーションで、既知装置のネイバーであるシスコ製の装置、特に下位レイヤのトラ

ンスペアレントプロトコルを実行しているネイバーを検索することができます。ネットワーク管

理アプリケーションは CDPによって、近接装置の装置タイプおよび SNMPエージェントアドレ
スを学習できます。この機能によって、アプリケーションからネイバーデバイスに SNMPクエ
リーを送信できます。

CDPは、サブネットワークアクセスプロトコル（SNAP）をサポートしているすべての LANお
よびWANメディア上で動作します。CDPを設定した各デバイスは、マルチキャストアドレスに
対して定期的にメッセージを送信します。各デバイスは、SNMPメッセージを受信できるアドレ
スを少なくとも 1つアドバタイズします。アドバタイズには、存続可能時間（ホールドタイム情
報）も含まれています。これは、受信側の装置がCDP情報を破棄せずに保持する時間の長さを示
します。

スイッチドポートアナライザ

スイッチドポートアナライザの詳細については、次を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_3t/12_3t4/feature/guide/gt1636nm.html#wp1053663

IGMP スヌーピング
IGMPスヌーピングについては、次を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_3t/12_3t4/feature/guide/gt1636nm.html#wp1053727
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IGMP バージョン 3

Cisco 880シリーズ ISRは、IGMPスヌーピングのバージョン 3をサポートしています。

IGMPv3は、ソースフィルタリングのサポートを提供します。これにより、マルチキャストのレ
シーバホストは、レシーバホストがマルチキャストトラフィックを受信するグループ、および

このトラフィックが予期されるソースから、ルータに対して信号を送信することができます。Cisco
ISR上で IGMPスヌーピングとともに IGMPv3機能を有効にすることで、Basic IGMPv3 Snooping
Support（BISS）が提供されます。BISSでは、IGMPv3ホストの存在の下で、マルチキャストトラ
フィックの制約されたフラッディングが可能になります。このサポートは、トラフィックを、

IGMPv2スヌーピングが IGMPv2ホストで行うのとほぼ同じポートセットに制約します。制約さ
れたフラッディングでは、宛先マルチキャストアドレスだけが考慮されます。

Storm Control
ストーム制御については、次を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_3t/12_3t4/feature/guide/gt1636nm.html#wp1051018

SNMP MIB の概要
簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）の開発と使用はMIBを中心とします。SNMP MIBは
抽象的なデータベースで、管理アプリケーションが特定の形式で読み取りおよび変更できる、情

報の概念的な仕様です。これは、情報が同じ形式で管理対象システムに保持されているという意

味は含まれません。SNMPエージェントでは、管理対象システムの内部データ構造と形式、およ
びMIB用に定義された外部データ構造と形式の間で変換が行われます。

SNMPMIBは、概念的には、概念上のテーブルを使用するツリー構造です。Ciscoレイヤ 2スイッ
チングインターフェイスMIBについては、レイヤ 2イーサネットスイッチングの BRIDGE-MIB,
（7ページ）で詳しく説明します。このツリー構造に対して、MIBという用語は 2つの意味で使
用されます。MIBの定義の 1つとして、実際にはMIBブランチであることが挙げられ、伝送メ
ディアやルーティングプロトコルなど、通常はテクノロジーの 1つの側面に関する情報が含まれ
ます。この意味で使用されるMIBは、正確にはMIBモジュールと呼ばれ、通常は 1つのドキュ
メントで定義されます。MIBの他の定義はこのようなブランチの集合です。このような集合体は、
たとえば、該当のエージェントによって実装されたすべてのMIBモジュール、または、SNMPで
定義されたMIBモジュールの全体の集まりで構成されます。

MIBは、オブジェクトと呼ばれる、データの個々の項目に分岐されるツリーです。オブジェクト
は、たとえば、カウンターまたはプロトコルのステータスです。MIBオブジェクトも、変数と呼
ばれることがあります。

レイヤ 2 イーサネットスイッチングの BRIDGE-MIB
レイヤ 2イーサネットスイッチングインターフェイス BRIDGE-MIBは Cisco 887、880、および
890プラットフォームでサポートされます。BRIDGE-MIBにより、ユーザはイーサネットスイッ
チモジュールのメディアアクセスコントロール（MAC）アドレスとスパニングツリー情報を把
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握することができます。ユーザは、SNMPプロトコルを使用してMIBエージェントを照会し、
MACアドレスなどのイーサネットスイッチモジュールの詳細や、各インターフェイスおよびプ
ロトコル情報に関する詳細を取得できます。

ブリッジMIBはレイヤ 2 BRIDGE-MIB情報を取得するために次のアプローチを使用します。

•コミュニティストリングに基づくアプローチ

•コンテキストに基づくアプローチ

コミュニティストリングに基づくアプローチでは、VLANごとに、1個のコミュニティストリン
グ作成されます。クエリに基づいて、各 VLAN MIBが表示されます。

BRIDGE-MIBの詳細情報を取得するには、コンフィギュレーションモードで snmp-server community
public RWコマンドを使用します。

Router(config)# snmp-server community public RW

SNMP BRIDGE-MIBの詳細をクエリするには、次の構文を使用します。

snmpwalk -v2c <ip address of the ISR, ...> public .1.3.6.1.2.1.17
snmpwalk -v2c <ip address of the ISR, ...> public@2 .1.3.6.1.2.1.17
snmpwalk -v2c <ip address of the ISR, ...> public@3 .1.3.6.1.2.1.17

VLAN「x」を作成すると、論理エンティティ public@xが追加されます。パブリックコミュニ
ティについてクエリを実行すると、レイヤ 3 MIBが表示されます。public@xについてクエリ
を実行すると、VLAN「x」のレイヤ 2 MIBが表示されます。

（注）

コンテキストに基づくアプローチでは、レイヤ2インターフェイスの値を表示するために、SNMP
コンテキストマッピングコマンド使用されます。各 VLANはコンテキストにマッピングされま
す。ユーザがコンテキストを使用してクエリを実行すると、MIBは、コンテキストにマッピング
された特定のVLANのデータを表示します。このアプローチでは、各VLANはコンテキストに手
動でマッピングされます。

BRIDGE-MIBの詳細情報を取得するには、コンフィギュレーションモードで次のコマンドを使用
します。

Router(config)# Routersnmp-server group public v2c context bridge-group
Router(config)# snmp-server community public RW
Router(config)# snmp-server community private RW
Router(config)# snmp-server context bridge-group
Router(config)# snmp mib community-map public context bridge-group

SNMP BRIDGE-MIBの詳細をクエリするには、次の構文を使用します。

snmpwalk -v2c <ip address of the ISR, ...> public@1 .1.3.6.1.2.1.17 ?L2-MIB
snmpwalk -v2c <ip address of the ISR, ...> private .1.3.6.1.2.1.17?L3-MIB

パブリックコミュニティについてクエリすると、レイヤ 2MIBが表示されます。レイヤ 3MIB
に対してプライベートグループを使用します。

（注）

BRIDGE-MIBの詳細を設定および取得する方法の詳細については、次を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk648/tk362/technologies_tech_note09186a0080094a9b. shtml#brgmib
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MAC アドレス通知
MACアドレス通知は、スイッチにMACアドレスアクティビティを保存することでネットワーク
上のユーザを追跡できます。スイッチがMACアドレスを学習または削除すると常に、SNMP通
知を生成してNMSに送信させることができます。ネットワークから多数のユーザの出入りがある
場合は、トラップインターバルタイムを設定して通知トラップを組み込み、ネットワークトラ

フィックを削減できます。MAC通知履歴テーブルは、トラップがイネーブルに設定されたハード
ウェアのポートごとのMACアドレスアクティビティを保存します。MACアドレス通知は、動的
でセキュアなMACアドレスについて生成されます。自己アドレス、マルチキャストアドレス、
またはその他のスタティックアドレスについては、イベントは生成されません。

MACアドレス通知の設定の詳細については、次を参照してください。

http://www1.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst3550/software/release/12.2_25_see/ configuration/
guide/swadmin.html#wp1102213

イーサネットスイッチの設定
イーサネットスイッチの設定作業については、以降のセクションを参照してください。

VLAN の設定
ここでは、VLANの設定方法について説明します。Cisco 860シリーズ ISRは、2の VLANをサ
ポートし、860VAEシリーズ ISRは 5つの VLANをサポートします。Cisco 880シリーズ ISRは 8
の VLANをサポートします。

Cisco 866VAE-K9および 867VAE-K9ルータには 4つのファストイーサネット（FE）スイッチ
ングポートと 1つのギガビットイーサネット（GE）スイッチングポートがあります。

（注）

FE および GE スイッチポートの VLAN
VLANを設定するには、コンフィギュレーションモードで次の手順を実行します。

手順の概要

1. interface type number
2. shutdown
3. switchport accessvlan vlan_id
4. noshutdown
5. end
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

設定対象のファストイーサネットポートを選択します。interface type number

例：

Router(config)# Interface
fastethernet0

ステップ 1   

（任意）設定が完了するまでトラフィックフローを防

止するために、インターフェイスをシャットダウンしま

す。

shutdown

例：

Router(config-if)# shutdown

ステップ 2   

追加の VLANのインスタンスを作成します。vlan_idに
指定できる値の範囲は 2～ 4094ですが、値 1002～ 1005
は予約されています。

switchport accessvlan vlan_id

例：

Router(config-if)# switchport access
vlan 2

ステップ 3   

インターフェイスをイネーブルにします。状態が管理ダ

ウンから管理アップに変化します。

noshutdown

例：

Router(config-if)# no shutdown

ステップ 4   

設定モードを終了します。end

例：

Router(config-if)# end

ステップ 5   

次の作業

詳細については、次の URLの情報を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst6500/ios/12.2SX/configuration/guide/ layer2.html

無線 AP の GE ポートと GE ESW ポートの VLAN
GEポートはルータの組み込みアクセスポイントだけを提供する内部インターフェイスであるた
め、Xが 1以外の場合は、switchportaccessvlanXコマンドだけでは設定できません。ただし、ト
ランクモードで設定することはできます。そのためには、グローバルコンフィギュレーション

モードで次の手順を実行します。
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手順の概要

1. interface type number
2. switchportmodetrunk
3. switchportaccessvlan vlan_id

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

設定対象のギガビットイーサネットポートを選

択します。

interface type number

例：

Router(config)# Interface gigabitethernet0

ステップ 1   

ポートをトランクモードにします。switchportmodetrunk

例：

Router(config-if)# switchport mode trunk

ステップ 2   

（任意）ポートがトランクモードになったら、1
以外のVLAN番号を割り当てることができます。

switchportaccessvlan vlan_id

例：

Router(config-if)# switchport access vlan 2

ステップ 3   

レイヤ 2 インターフェイスの設定
レイヤ 2インターフェイスの設定方法については、次の URLを参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_3t/12_3t8/feature/guide/esw_cfg.html#wp1047041

この URLには、次の情報が含まれています。

• Configuring a range of interfaces

• Defining a range macro

• Configuring Layer 2 optional interface features

802.1X 認証の設定
802.1xポートに基づく認証を設定する方法の詳細については、次を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_4t/12_4t11/ht_8021x.html

このマニュアルには、次の情報が含まれています。
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• Understanding the default 802.1x configuration

• Enabling 802.1x Authentication

• Configuring the switch-to-RADIUS-server comunication

• Enabling periodic reauthentication

• Changing the quiet period

• Changing the switch-to-client retransmission time

• Setting the switch-to-client frame-retransmission number

• Enabling multiple hosts

• Resetting the 802.1x configuration to default values

• Displaying 802.1x statistics and status

authentication timer reauthenticate secondsコマンドを使用して、イーサネットスイッチポートに
ローカルセッションのタイムアウトが設定されている場合、ポートのみ、承認ユーザに対し

て再認証されます。ユーザに中央Web認証（CWA）のログインページは表示されません。
ユーザが中央Web認証（CWA）で再認証される必要がある場合は、authentication timer
reauthenticate server secondsコマンドを使用します。

（注）

スパニングツリープロトコルの設定

スパニングツリープロトコルの設定方法については、次を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_3t/12_3t8/feature/guide/esw_cfg.html#wp1047906

このマニュアルには、次の情報が含まれています。

• Enabling spanning tree

• Configuring spanning tree port priority

• Configuring spanning tree port cost

• Configuring the bridge priority of a VLAN

• helloタイムの設定

• Configuring the forward-delay time for a VLAN

• Configuring the maximum aging time for a VLAN

• Disabling spanning tree

MAC テーブルの操作の設定
MACテーブル操作を設定する方法については、次を参照してください。
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http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_3t/12_3t8/feature/guide/esw_cfg.html#wp1048223

このマニュアルには、次の情報が含まれています。

• Enabling known MAC address traffic

• Creating a static entry in the MAC address table

• Configuring the aging timer

• Verifying the aging time

ポートセキュリティ

既知のMACアドレストラフィックのイネーブル化に関するトピックでは、ポートセキュリティ
を扱います。ポートセキュリティには、スタティックなポートセキュリティとダイナミックな

ポートセキュリティがあります。

スタティックなポートセキュリティでは、指定したスイッチポートを通じてアクセスすることを

許可する装置を、ユーザが指定できます。指定は、許可する装置のMACアドレスをMACアドレ
ステーブルに格納することで、手動で行います。スタティックなポートセキュリティは、MAC
アドレスフィルタリングとも呼ばれます。

ダイナミックなポートセキュリティもこれに似ています。ただし、装置のMACアドレスを指定
する代わりに、ポート上で許可する装置の最大数を指定します。指定した最大数が手動で指定し

たMACアドレスの数よりも大きい場合、スイッチは、指定された最大値になるまで、MACアド
レスを自動的に学習します。指定した最大数がスタティックに指定されているMACアドレスの
数よりも小さい場合は、エラーメッセージが生成されます。

スタティックまたはダイナミックなポートセキュリティを指定するには、次のコマンドを使用し

ます。

目的コマンド

mac-addressを指定すると、スタティックなポー
トセキュリティがイネーブルになります。

maximumキーワードを指定すると、ダイナミッ
クポートセキュリティがイネーブルになりま

す。

Router(config)#mac-address-tablesecure
[mac-address|maximum maximum addresses]
fastethernet interface-id[vlan vlan id]

Cisco Discovery Protocol の設定
Cisco Discovery Protocol（CDP）の設定方法については、次を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_3t/12_3t8/feature/guide/esw_cfg.html#wp1048365

このマニュアルには、次の情報が含まれています。

• Enabling CDP

• Enabling CDP on an interface
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• Monitoring and maintaining CDP

スイッチドポートアナライザ（SPAN）の設定
スイッチドポートアナライザ（SPAN）セッションを設定する方法については、次を参照してく
ださい。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_3t/12_3t8/feature/guide/esw_cfg.html#wp1048473

このマニュアルには、次の情報が含まれています。

• Configuring the SPAN sources

• Configuring SPAN destinations

• Verifying SPAN sessions

• Removing sources or destinations from a SPAN session

インターフェイスでの電源管理の設定

アクセスポイントまたは Cisco IP Phoneのインラインパワーを設定する方法については、次を参
照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_3t/12_3t8/feature/guide/esw_cfg.html#wp1048551

IP マルチキャストレイヤ 3 スイッチングの設定
IPマルチキャストレイヤ 3スイッチングを設定する方法については、次を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_3t/12_3t8/feature/guide/esw_cfg.html#wp1048610

このマニュアルには、次の情報が含まれています。

• Enabling IP multicast routing globally

• Enabling IP protocol-independent multicast (PIM) on Layer 3 interfaces

• Verifying IP multicast Layer 3 hardware switching summary

• Verifying the IP multicast routing table

IGMP スヌーピングの設定
IGMPスヌーピングを設定する方法については、次を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_3t/12_3t8/feature/guide/esw_cfg.html#wp1048777

このマニュアルには、次の情報が含まれています。

• Enabling or disabling IGMP snooping
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• Enabling IGMP immediate-leave processing

• Statically configuring an interface to join a group

• Configuring a multicast router port

IGMP バージョン 3

Cisco IOS Release 12.4(15)Tでの IGMPv3機能のサポートにより、groupsおよび countキーワード
が showipigmpsnoopingコマンドに追加され、showipigmpsnoopingコマンドの出力に、IGMPス
ヌーピンググループに関するグローバル情報が含まれるようになりました。すべてのVLANに対
する IGMPスヌーピングで学習したマルチキャストテーブルを表示するには、showipigmpsnooping
コマンドに groupsキーワードを指定し、特定の VLANに対する IGMPスヌーピングで学習した
マルチキャストテーブルを表示するには、showipigmpsnoopingコマンドに、groupsキーワード、
vlan-idキーワード、vlan-id引数を指定して使用します。IGMPスヌーピングで学習したマルチキャ
ストグループの数を表示するには、showipigmpsnoopingコマンドにgroupsおよび countキーワー
ドを指定して使用します。

ポート単位のストームコントロールの設定

ポート単位のストーム制御を設定する方法については、次を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_3t/12_3t8/feature/guide/esw_cfg.html#wp1049009

このマニュアルには、次の情報が含まれています。

• Enabling per-port storm-control

• Disabling per-port storm-control

個別の音声およびデータサブネットの設定

個別の音声およびデータサブネットの設定方法については、次を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_3t/12_3t8/feature/guide/esw_cfg.html#wp1049866

スイッチの管理

スイッチの管理については、次を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_3t/12_3t8/feature/guide/esw_cfg.html#wp1049978

このマニュアルには、次の情報が含まれています。

• Adding Trap Managers

• Configuring IP Information

• Enabling Switch Port Analyzer

• Managing the ARP Table
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• Managing the MAC Address Tables

• Removing Dynamic Addresses

• Adding Secure Addresses

• Configuring Static Addresses

• Clearing all MAC Address Tables
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