
ダイナミックホストコンフィギュレーショ

ンプロトコルの実装

この章では、ダイナミックホストコンフィギュレーションプロトコル（DHCP）の設定に使用
する概念およびタスクについて説明します。

この章に記載されているDHCPコマンドの詳細については、『CiscoASR9000 Series Aggregation
Services Router IP Addresses and Services Command Reference』を参照してください。この章で使
用される他のコマンドの説明については、コマンドリファレンスのマスター索引を参照する

か、またはオンラインで検索してください。

（注）

ダイナミックホストコンフィギュレーションプロトコルの実装の機能履歴
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DHCP リレーエージェントの設定の前提条件
DHCPリレーエージェントを設定するには、次の前提条件を満たす必要があります。

•適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユーザグループに属している
必要があります。このコマンドリファレンスには、各コマンドに必要なタスク IDが含まれ
ます。ユーザグループの割り当てが原因でコマンドを使用できないと考えられる場合、AAA
管理者に連絡してください。

•設定済みで動作している DHCPクライアントおよび DHCPサーバ

•リレーエージェントと DCHPサーバとの間の接続

DHCP リレーエージェントに関する情報
DHCPリレーエージェントは、共有の物理サブネットに存在しないクライアントとサーバとの間
で DHCPパケットを転送するホストです。リレーエージェント転送は、IPルータの通常の転送
とは異なります。通常の転送では、IPデータグラムがネットワーク間で透過的にスイッチングさ
れます。

DHCPクライアントは、自身の所属先のネットワークに関する情報を保持していないときには、
ユーザデータグラムプロトコル（UDP）ブロードキャストを使用して、DHCPDISCOVERメッ
セージを送信します。

サーバが含まれていないネットワークセグメント上にクライアントがある場合、DHCPパケット
が別のネットワークセグメント上のサーバに届くようにするには、そのネットワークセグメント

にリレーエージェントが必要です。ほとんどのルータはブロードキャストトラフィックを転送

するように設定されていないため、UDPブロードキャストパケットは転送されません。DHCPリ
レープロファイルを設定することにより DHCPパケットをリモートサーバに転送するように
DHCPリレーエージェントを設定し、そこに 1つ以上のヘルパーアドレスを設定できます。プロ
ファイルをインターフェイスまたは VRFに割り当てることができます。

図 1：ヘルパーアドレスを使用した UDPブロードキャストの DHCPサーバへの転送, （3ペー
ジ）に、そのプロセスを示します。 DHCPクライアントが、IPアドレスの要求と追加設定パラ
メータをローカル LAN上でブロードキャストしています。 DHCPリレーエージェントとして機
能するルータ Bは、ブロードキャストを取得し、宛先アドレスを DHCPサーバのアドレスに変更
し、別のインターフェイスにメッセージを送信します。リレーエージェントは、DHCPクライア
ントのパケットを受け取ったインターフェイスの IPアドレスを DHCPパケットのゲートウェイ
アドレス（giaddr）フィールドに挿入します。これにより、DHCPサーバは、どのサブネットがオ
ファーを受信するかを判断し、適切な IPアドレス範囲を特定できます。リレーエージェントは、
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メッセージを（リレープロファイルのヘルパーアドレスによって指定される）サーバアドレス、

この場合は 172.16.1.2にユニキャストします。

図 1：ヘルパーアドレスを使用した UDP ブロードキャストの DHCP サーバへの転送

DHCP リレーエージェントを設定およびイネーブルにす
る方法

ここでは、次のタスクについて説明します。

DHCP リレーエージェントの設定およびイネーブル化
このタスクでは、DHCPリレーエージェントを設定し、イネーブル化する方法について説明しま
す。

手順の概要

1. configure
2. dhcp ipv4
3. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

DHCP IPv4コンフィギュレーションサブモードを開始します。dhcp ipv4

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# dhcp
ipv4

ステップ 2   

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用しま

す。

ステップ 3   

• endコマンドを実行すると、変更をコミットするように要求
されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end

◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーションファイ
ルに変更が保存され、コンフィギュレーションセッショ

ンが終了して、ルータが EXECモードに戻ります。または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#
commit

◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッション
が終了して、ルータがEXECモードに戻ります。変更は
コミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーション
セッションが継続します。コンフィギュレーションセッ

ションは終了せず、設定変更もコミットされません。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに保存し、
コンフィギュレーションセッションを継続するには、commit
コマンドを使用します。

DHCP リレープロファイルの設定
このタスクでは、DHCPリレーエージェントを設定し、イネーブル化する方法について説明しま
す。
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手順の概要

1. configure
2. dhcp ipv4
3. profile profile-name relay
4. helper-address [vrf vrf- name ] address
5. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステッ

プ 1   

DHCPIPv4コンフィギュレーションサ
ブモードを開始します。

dhcp ipv4

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# dhcp ipv4

ステッ

プ 2   

DHCP IPv4プロファイルリレーサブ
モードを開始します。

profile profile-name relay

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dhcpv4)# profile client relay

ステッ

プ 3   

BOOTPやDHCPなど、UDPブロード
キャストを転送します。

helper-address [vrf vrf- name ] address

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dhcpv4-relay-profile)# helper-address

ステッ

プ 4   

• address引数の値には、特定の
DHCPサーバアドレスまたはネッ

vrf vrf1
10.10.1.1 トワークアドレス（宛先ネット

ワークセグメントに他にもDHCP
サーバがある場合）を指定できま

す。ネットワークアドレスを使

用することで、他のサーバも

DHCP要求に応答できるようにな
ります。

•サーバが複数ある場合は、各サー
バにヘルパーアドレスを 1つ設
定してください。
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目的コマンドまたはアクション

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステッ

プ 5   •• endコマンドを実行すると、変更
をコミットするように要求されま

す。

Uncommitted changes found,

end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end
commit them
before exiting(yes/no/cancel)?
[cancel]:または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit ◦ yesと入力すると、実行コン
フィギュレーションファイ

ルに変更が保存され、コン

フィギュレーションセッ

ションが終了して、ルータ

が EXECモードに戻りま
す。

◦ noと入力すると、コンフィ
ギュレーションセッション

が終了して、ルータがEXEC
モードに戻ります。変更は

コミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在の
コンフィギュレーション

セッションが継続します。

コンフィギュレーション

セッションは終了せず、設

定変更もコミットされませ

ん。

•設定変更を実行コンフィギュレー
ションファイルに保存し、コン

フィギュレーションセッション

を継続するには、commitコマン
ドを使用します。
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DHCPv6（ステートレス）リレーエージェントの設定
クライアントメッセージの転送先のアドレスを指定し、インターフェイスで IPv6リレーサービ
ス用にダイナミックホストコンフィギュレーションプロトコル（DHCP）をイネーブルにするに
は、このタスクを実行します。

手順の概要

1. configure
2. dhcp ipv6
3. interface type interface-path-id relay
4. destination ipv6-address
5. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

DHCP for IPv6をイネーブルにし、DHCP IPv6コンフィギュレー
ションモードを開始します。

dhcp ipv6

例：

ステップ 2   

RP/0/RSP0/CPU0:router(config) # dhcp
ipv6
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dhcpv6)#

インターフェイスタイプおよびインターフェイスパス IDを指
定し、ルータをインターフェイスコンフィギュレーションモー

interface type interface-path-id relay

例：

ステップ 3   

ドに設定し、インターフェイスで DHCPv6リレーサービスを
イネーブルにします。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dhcpv6) #
interface tenGigE 0/5/0/0 relay

クライアントパケットの転送先のアドレスを指定します。destination ipv6-address

例：

ステップ 4   

インターフェイスでリレーサービスがイネーブルになっている

ときは、そのインターフェイスに届いたDHCPfor IPv6メッセー
ジは設定済みのすべてのリレー宛先に転送されます。着信
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目的コマンドまたはアクション

DHCP for IPv6メッセージが、そのインターフェイス上のクラ
イアントから届く場合や、別のリレーエージェントによってリ

レーされる場合があります。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dhcpv6-if)
# destination 10:10::10

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 5   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミットするように要
求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end ◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーションファ
イルに変更が保存され、コンフィギュレーションセッまたは

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit
ションが終了して、ルータが EXECモードに戻りま
す。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッショ
ンが終了して、ルータが EXECモードに戻ります。
変更はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーション
セッションが継続します。コンフィギュレーション

セッションは終了せず、設定変更もコミットされま

せん。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに保存
し、コンフィギュレーションセッションを継続するには、

commitコマンドを使用します。

インターフェイスでの DHCP リレーエージェントのイネーブル化
このタスクでは、インターフェイスで Cisco IOS XR DHCPリレーエージェントをイネーブルにす
る方法について説明します。

Cisco IOSXRソフトウェアでは、DHCPリレーエージェントはデフォルトではディセーブルに
なっています。

（注）
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手順の概要

1. configure
2. dhcp ipv4
3. interface type name relay profile profile-name
4. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

configure

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

DHCP IPv4コンフィギュレーションサブモードを開始
します。

dhcp ipv4

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# dhcp ipv4

ステップ 2   

リレープロファイルをインターフェイスにアタッチし

ます

interface type name relay profile profile-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dhcpv4)# interface

ステップ 3   

gigabitethernet 0/0/0
/0 relay profile client

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 4   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミットする
ように要求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end ◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレー
ションファイルに変更が保存され、コンフィまたは

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit
ギュレーションセッションが終了して、ルー

タが EXECモードに戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーション
セッションが終了して、ルータがEXECモー
ドに戻ります。変更はコミットされません。
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目的コマンドまたはアクション

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュ
レーションセッションが継続します。コン

フィギュレーションセッションは終了せず、

設定変更もコミットされません。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイル
に保存し、コンフィギュレーションセッションを

継続するには、commitコマンドを使用します。

インターフェイスでの DHCP リレーのディセーブル化
このタスクでは、インターフェイスにプロファイルを割り当てないことにより、インターフェイ

スで DHCPリレーをディセーブルにする方法について説明します。

手順の概要

1. configure
2. dhcp ipv4
3. interface type name none
4. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

configure

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステッ

プ 1   

DHCP IPv4コンフィギュレーションサブ
モードを開始します。

dhcp ipv4

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# dhcp ipv4

ステッ

プ 2   
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目的コマンドまたはアクション

インターフェイスで DHCPリレーをディ
セーブルにします。

interface type name none

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dhcpv4-relay-profile)# interface

ステッ

プ 3   

gigabitethernet
0/1/4/1 none

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステッ

プ 4   •• endコマンドを実行すると、変更をコ
ミットするように要求されます。

Uncommitted changes found, commit

end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end

them
before exiting(yes/no/cancel)?
[cancel]:

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit

◦ yesと入力すると、実行コンフィ
ギュレーションファイルに変更

が保存され、コンフィギュレー

ションセッションが終了して、

ルータが EXECモードに戻りま
す。

◦ noと入力すると、コンフィギュ
レーションセッションが終了し

て、ルータが EXECモードに戻
ります。変更はコミットされま

せん。

◦ cancelと入力すると、現在のコ
ンフィギュレーションセッショ

ンが継続します。コンフィギュ

レーションセッションは終了せ

ず、設定変更もコミットされま

せん。

•設定変更を実行コンフィギュレーショ
ンファイルに保存し、コンフィギュ

レーションセッションを継続するに

は、commitコマンドを使用します。
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VRF での DHCP リレーのイネーブル化
このタスクでは、VRFで DHCPリレーをイネーブルにする方法について説明します。

手順の概要

1. configure
2. dhcp ipv4
3. vrf vrf-name relay profile profile-name
4. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

DHCPIPv4コンフィギュレーションサブモードを開始します。dhcp ipv4

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# dhcp
ipv4

ステップ 2   

VRFで DHCPリレーをイネーブルにします。vrf vrf-name relay profile profile-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dhcpv4)#

ステップ 3   

vrf default relay profile client

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 4   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミットするように要
求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end ◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーションファ
イルに変更が保存され、コンフィギュレーションセッ
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目的コマンドまたはアクション

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit

ションが終了して、ルータが EXECモードに戻りま
す。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッショ
ンが終了して、ルータが EXECモードに戻ります。
変更はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーション
セッションが継続します。コンフィギュレーション

セッションは終了せず、設定変更もコミットされま

せん。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに保存
し、コンフィギュレーションセッションを継続するには、

commitコマンドを使用します。

リレーエージェント情報機能の設定

このタスクでは、DHCPリレーエージェント情報オプション処理機能を設定する方法について説
明します。

DHCPリレーエージェントは、すでにリレー情報を持つ別の DHCPリレーエージェントからの
メッセージを受信する場合があります。デフォルトでは、1つ前のリレーエージェントからのリ
レー情報が（置換オプションを使用して）置換されます。

手順の概要

1. configure
2. dhcp ipv4
3. profile profile-name relay
4. relay information option
5. relay information check
6. relay information policy {drop | keep}
7. relay information option allow-untrusted
8. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開

始します。

configure

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステッ

プ 1   

DHCP IPv4コンフィギュレーションサブモード
を開始します。

dhcp ipv4

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# dhcp ipv4

ステッ

プ 2   

DHCPIPv4プロファイルリレーサブモードを開
始します。

profile profile-name relay

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dhcpv4)# profile client relay

ステッ

プ 3   

DHCPサーバへの転送された BOOTREQUEST
メッセージに、システムが DHCPリレーエー

relay information option

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dhcpv4-relay-profile)# relay
information option

ステッ

プ 4   
ジェント情報オプション（Option 82フィール
ド）を挿入できるようにします。

•このオプションは、クライアントが発信し
た DHCPパケットをサーバに転送する際
に、リレーエージェントによって挿入され

ます。このオプションを認識するサーバ

は、その情報を使用して、IPアドレスや他
のパラメータ割り当てポリシーを実装でき

ます。 DHCPサーバは応答時に、リレー
エージェントにオプションをエコーしま

す。リレーエージェントは、クライアン

トに応答を転送する前に、オプションを削

除します。

•リレーエージェント情報は、サブオプショ
ンが 1つ以上含まれている単一のDHCPオ
プションとして編成されます。これらのオ

プションには、リレーエージェントが認識

する情報が含まれています。

サポートされているサブオプションは次の

とおりです。

◦リモート ID

◦回線 ID
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目的コマンドまたはアクション

この機能は、デフォルトではディセー

ブルになっています。

デフォルトの回線 IDのポートフィー
ルドがバンドルの設定済みバンドル ID
を示します。回線 IDによってバンド
ルが一意であることが要求される場

合、ポートフィールドは8ビットであ
るため、設定したバンドル IDの下位
8ビットが一意である必要がありま
す。これを実現するには、0～ 255の
範囲内のバンドル IDを設定します。

（注）

（任意）転送されたBOOTREPLYメッセージ内
のリレーエージェント情報オプションの有効性

relay information check

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dhcpv4-relay-profile)# relay
information check

ステッ

プ 5   
を確認するようにDHCPを設定します。無効な
メッセージを受信すると、リレーエージェント

はそのメッセージをドロップします。有効なメッ

セージを受信すると、リレーエージェントはリ

レーエージェント情報オプションフィールドを

削除し、パケットを転送します。

• DHCPは、デフォルトではDHCPサーバか
ら受信した DHCP応答パケットのリレー
エージェント情報オプションフィールドが

有効であるかどうかをチェックしません。

ディセーブルになっていたこの機能を

再びイネーブルにするには、

relay information checkコマンドを使
用します。

（注）

（任意）DHCPリレーエージェントの再転送ポ
リシー、つまりリレーエージェントがリレー情

relay information policy {drop | keep}

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# dhcp relay information
policy drop

ステッ

プ 6   
報をドロップするのか、保持するのかを設定し

ます。

DHCPリレーエージェントは、デフォルトでは
リレー情報オプションを置換します。

（任意）既存のリレー情報オプションがあり、

かつ giaddrがゼロに設定されている
relay information option allow-untrusted

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dhcpv4-relay-profile)# relay
information option allow-untrusted

ステッ

プ 7   
BOOTREQUESTパケットを廃棄しないように
DHCP IPv4 Relayを設定します。
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目的コマンドまたはアクション

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステッ

プ 8   •• endコマンドを実行すると、変更をコミッ
トするように要求されます。

Uncommitted changes found, commit them

end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end

before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

◦ yesと入力すると、実行コンフィギュ
レーションファイルに変更が保存さ

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit れ、コンフィギュレーションセッショ

ンが終了して、ルータがEXECモード
に戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレー
ションセッションが終了して、ルー

タがEXECモードに戻ります。変更は
コミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィ
ギュレーションセッションが継続し

ます。コンフィギュレーションセッ

ションは終了せず、設定変更もコミッ

トされません。

•設定変更を実行コンフィギュレーション
ファイルに保存し、コンフィギュレーショ

ンセッションを継続するには、commitコ
マンドを使用します。

リレーエージェント giaddr ポリシーの設定
このタスクでは、すでにゼロ以外の giaddr属性が含まれている受信した BOOTREQUESTパケッ
トに対して DHCPリレーエージェントの処理機能を設定する方法について説明します。
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手順の概要

1. configure
2. dhcp ipv4
3. profile relay
4. giaddr policy {replace | drop}
5. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモード

を開始します。

configure

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステッ

プ 1   

DHCPIPv4コンフィギュレーションサブモー
ドをイネーブルにします。

dhcp ipv4

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# dhcp ipv4

ステッ

プ 2   

プロファイルリレーサブモードをイネーブ

ルにします。

profile relay

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dhcpv4)# profile client relay

ステッ

プ 3   

giaddrポリシーを指定します。giaddr policy {replace | drop}

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dhcpv4-relay-profile)# giaddr
policy drop

ステッ

プ 4   •置換：既存の giaddr値を、生成された
値に置き換えます。

•ドロップ：既存のゼロ以外の giaddr値
を持つパケットをドロップします。

DHCPリレーエージェントは、デフォルトで
は既存の giaddr値を保持します。

•

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステッ

プ 5   
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目的コマンドまたはアクション

• endコマンドを実行すると、変更をコ
ミットするように要求されます。

Uncommitted changes found, commit them

• end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end

before exiting(yes/no/cancel)?
[cancel]:

◦ yesと入力すると、実行コンフィ
ギュレーションファイルに変更が

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit 保存され、コンフィギュレーショ

ンセッションが終了して、ルータ

が EXECモードに戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュ
レーションセッションが終了し

て、ルータが EXECモードに戻り
ます。変更はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコン
フィギュレーションセッションが

継続します。コンフィギュレーショ

ンセッションは終了せず、設定変

更もコミットされません。

•設定変更を実行コンフィギュレーション
ファイルに保存し、コンフィギュレー

ションセッションを継続するには、

commitコマンドを使用します。

プレフィックス委任の DHCPv6 リレーエージェント通知
プレフィックス委任のDHCPv6リレーエージェント通知を使用すると、DHCPv6リレーエージェ
ントとして動作するルータは、リレーエージェントからクライアントに中継される DHCPv6
RELAY-REPLYパケットの内容を確認することによって、プレフィックス委任オプションを見つ
けることができます。リレーエージェントは、プレフィックス委任オプションを検出すると、委

任されるプレフィックスに関する情報を抽出し、プレフィックス委任情報と一致する IPv6加入者
ルートをリレーエージェントに挿入します。その後リレー経由でそのプレフィックスに宛てられ

たパケットは、プレフィックス委任に含まれる情報に基づいて転送されます。 IPv6加入者ルート
は、プレフィックス委任のリース期間が経過するか、またはリレーエージェントがプレフィック

ス委任を解放するクライアントから解放パケットを受信するまで、ルーティングテーブルに保持

されます。
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リレーエージェントは、自動的に加入者ルート管理を行います。

IPv6ルートは、リレーエージェントが RELAY-REPLYパケットを中継すると追加され、プレ
フィックス委任のリース期限が経過するか、リレーエージェントが解放メッセージを受信すると

削除されます。プレフィックス委任のリース期間を延長するときに、リレーエージェントのルー

ティングテーブル内の IPv6加入者ルートを更新できます。

この機能により、IPv6ルートはリレーエージェントのルーティングテーブルに保持されます。
この登録された IPv6アドレスを使用すると、ユニキャストRPF（uRPF）の動作が可能になります
が、そのためには、リバースルックアップを実行するルータがリレーエージェント上の IPv6ア
ドレスが正しく、スプーフィングされていないことを確認できるようにします。リレーエージェ

ントのルーティングテーブル内の IPv6ルートを他のルーティングプロトコルに再配布して、サ
ブネットを他のノードにアドバタイズできます。クライアントが DHCP_DECLINEメッセージを
送信すると、ルートは削除されます。

プレフィックス委任のための DHCPv6 ステートフルリレーエージェン
トの設定

プレフィックス委任用にダイナミックホストコンフィギュレーションプロトコル（DHCP）IPv6
リレーエージェント通知を設定するには、このタスクを実行します。

手順の概要

1. configure
2. dhcp ipv6
3. profile profile-name proxy
4. helper-address ipv6-address interface type interface-path-id
5. exit
6. interface type interface-path-id proxy
7. profile profile-name
8. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

configure

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

IPv6のDHCPをイネーブルにし、DHCPIPv6コンフィ
ギュレーションモードを開始します。

dhcp ipv6

例：

ステップ 2   

RP/0/RSP0/CPU0:router(config) # dhcp ipv6
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dhcpv6)#

プロキシプロファイルコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

profile profile-name proxy

例：

ステップ 3   

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dhcpv6)# profile
downstream proxy
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dhcpv6-profile)#

DHCP IPv6リレーエージェントを設定します。helper-address ipv6-address interface type
interface-path-id

ステップ 4   

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dhcpv6-profile)#
helper-address 2001:db8::1 GigabitEthernet
0/1/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dhcpv6-profile)

プロファイルコンフィギュレーションモードを終了

します。

exit

例：

ステップ 5   

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dhcpv6-profile)#
exit
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dhcpv6)#

インターフェイスで IPv6 DHCPをイネーブルにし、
IPv6 DHCPステートフルリレーエージェントとして
機能します。

interface type interface-path-id proxy

例：

ステップ 6   

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dhcpv6)#
interface GigabitEthernet 0/1/0/0 proxy
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dhcpv6-if)#

プロファイルコンフィギュレーションモードを開始

します。

profile profile-name

例：

ステップ 7   

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dhcpv6-if)#
profile downstream
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目的コマンドまたはアクション

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dhcpv6-if)#

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 8   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミットする
ように要求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end ◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレー
ションファイルに変更が保存され、コンフィまたは

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit
ギュレーションセッションが終了して、ルー

タが EXECモードに戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーション
セッションが終了して、ルータがEXECモー
ドに戻ります。変更はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュ
レーションセッションが継続します。コン

フィギュレーションセッションは終了せず、

設定変更もコミットされません。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイ
ルに保存し、コンフィギュレーションセッショ

ンを継続するには、commitコマンドを使用しま
す。

DHCP リレーエージェントの設定例
ここでは、次の設定例について説明します。

DHCP リレープロファイル：例
次に、Cisco IOS XRリレープロファイルを設定する例を示します。

dhcp ipv4
profile client relay
helper-address vrf foo 10.10.1.1
!
! ...

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータ IP アドレスおよびサービスコンフィギュ
レーションガイドリリース 4.3.x    

   OL-28378-01-J 21

ダイナミックホストコンフィギュレーションプロトコルの実装

DHCP リレーエージェントの設定例



インターフェイス上の DHCP リレー：例
次に、インターフェイスで DHCPリレーエージェントをイネーブルにする例を示します。

dhcp ipv4
interface gigabitethernet 0/1/1/0 relay profile client
!

VRF 上の DHCP リレー：例
次に、VRFで DHCPリレーエージェントをイネーブルにする例を示します。

dhcp ipv4
vrf default relay profile client
!

リレーエージェント情報オプションのサポート：例

次に、リレーエージェントと、DHCPリレー情報オプションの挿入および削除をイネーブルにす
る例を示します。

dhcp ipv4
profile client relay
relay information option

!
!

リレーエージェント giaddr ポリシー：例
次に、リレーエージェント giaddrポリシーを設定する例を示します。

dhcp ipv4
profile client relay
giaddr policy drop
!
!
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DHCP スヌーピングの実装

DHCP スヌーピングの設定の前提条件
DHCP IPv4スヌーピングリレーエージェントブロードキャストフラグポリシーを設定するに
は、次の前提条件を満たす必要があります。

•適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユーザグループに属している
必要があります。このコマンドリファレンスには、各コマンドに必要なタスク IDが含まれ
ます。ユーザグループの割り当てが原因でコマンドを使用できないと考えられる場合、AAA
管理者に連絡してください。

• Cisco IOS XRソフトウェアが動作している Cisco ASR 9000シリーズルータ。

•設定済みで動作している DHCPクライアントおよび DHCPサーバ。

DHCP スヌーピングに関する情報
DHCPスヌーピングは、アグリゲーションネットワークのエッジで着目されている機能です。加
入者向けの入口にセキュリティ機能が適用されます。リレーエージェント情報のオプション情報

を使用して、加入者の回線が識別されます。回線は、加入者の自宅に至る DSL回線か、アグリ
ゲーションネットワークの最初のポートのいずれかになります。

DHCPスヌーピングの中心となる考えは、信頼できるリンクと信頼できないリンクという考えで
す。信頼できるリンクとは、そのリンク上のトラフィックに安全にアクセスできるリンクです。

信頼できないリンクでは、加入者のアイデンティティおよび加入者のトラフィックを判別できま

せん。 DHCPスヌーピングを信頼できないリンクで実行すると、加入者のアイデンティティを提
供できます。図 2：アグリゲーションネットワークでのDHCPスヌーピング, （24ページ）に、
アグリゲーションネットワークを示します。DSLAMからアグリゲーションネットワークに至る
リンクは信頼できないリンクであり、DHCPスヌーピングのポイントオブプレゼンスです。アグ
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リゲーションネットワーク内のスイッチ同士を接続するリンクおよびアグリゲーションネット

ワークからインテリジェントエッジに至るリンクは、信頼できるリンクであると考えられます。

図 2：アグリゲーションネットワークでの DHCP スヌーピング

信頼できるポートおよび信頼できないポート

信頼できるポートでは、DHCPスヌーピングによってDHCPBOOTREQUESTパケットが転送され
ます。クライアントのアドレスリースはトラッキングされず、クライアントはポートにバインド

されません。 DHCP BOOTREPLYパケットは転送されます。

クライアントから信頼できないポートに最初の DHCP BOOTREQUESTパケットが届くと、DHCP
スヌーピングはクライアントをブリッジポートにバインドし、クライアントのアドレスリースを

トラッキングします。そのアドレスリースが期限切れになると、クライアントはデータベースか

ら削除され、ブリッジポートからアンバインドされます。バインドが存在する限り、このクライ

アントからこのブリッジポートに届いたパケットは処理されて転送されます。このクライアント

から別のブリッジポートに届いたパケットは、バインドが存在しても、ドロップされます。DHCP
スヌーピングは、このクライアントがバインドされているブリッジポートにクライアントのDHCP
BOOTREPLYパケットのみを転送します。信頼できないポートに届いた DHCP BOOTREPLYパ
ケットは転送されません。

ブリッジドメインでの DHCP スヌーピング
ブリッジドメインでDHCPスヌーピングをイネーブルにするには、少なくとも 2つのプロファイ
ル、信頼できるプロファイルと信頼できないプロファイルが必要になります。信頼できないプロ

ファイルは、クライアント側ポートに割り当てられ、信頼できるプロファイルはサーバ側ポート

に割り当てられます。ほとんどの場合、クライアント側ポートが数多くあり、サーバ側ポートは

ごくわずかです。最も簡単な例が、クライアント側ポートとサーバ側ポートという 2つのポート
があり、信頼できないプロファイルがクライアント側ポートに明示的に割り当てられ、信頼でき

るプロファイルがサーバ側ポートに割り当てられている例です。
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ブリッジドメインへのプロファイルの割り当て

通常はクライアント側ポートが数多くあり、サーバ側ポートが少数であるため、オペレータは信

頼できないプロファイルをブリッジドメインに割り当てます。この設定では、信頼できないプロ

ファイルがブリッジドメイン内のあらゆるポートに効果的に割り当てられます。このアクション

により、オペレータは信頼できないプロファイルをすべてのクライアント側ポートに明示的に割

り当てる手間を省くことができます。 DHCPスヌーピングが正しく機能するためには、サーバ側
ポートに信頼できるDHCPスヌーピングプロファイルも必要になるため、サーバ側ポートに信頼
できるDHCPスヌーピングプロファイルを明確に設定して、サーバ側ポートに対するこの信頼で
きない DHCPスヌーピングプロファイルの割り当てをオーバーライドします。ブリッジドメイ
ンに DHCPスヌーピングを必要としないポートがある場合、それらのポートには noneプロファ
イルを割り当ててください。これにより、DHCPスヌーピングがディセーブルになります。

リレー情報オプション

クライアントポートに割り当てられるときにのみ、リレー情報オプション（Option 82）を DHCP
クライアントパケットに挿入するように、DHCPスヌーピングプロファイルを設定できます。
DHCPクライアントパケットに受信時点ですでにヌルの giaddrおよびリレー情報オプションがあ
るときには、relay information option allow-untrustedコマンドで対処します。これは、DHCPス
ヌーピングの信頼できる/信頼できないポートとは別の条件です。 relay information option
allow-untrustedコマンドは、DHCPスヌーピングアプリケーションが信頼できないリレー情報オ
プションをどのように処理するかを決定するものです。

DHCP スヌーピングを設定する方法
ここでは、次のタスクについて説明します。

ブリッジドメインでの DHCP スヌーピングのイネーブル化
次の設定では、クライアント側ポートとサーバ側ポートという 2つのポートを作成します。ス
テップ 1～ 8では、信頼できないDHCPスヌーピングプロファイルをクライアントブリッジポー
トに割り当て、信頼できる DHCPスヌーピングプロファイルをサーバブリッジポートに割り当
てます。ステップ 9～ 18では、信頼できない DHCPスヌーピングプロファイルをブリッジドメ
インに割り当て、信頼できる DHCPスヌーピングプロファイルをサーバブリッジポートに割り
当てます。
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手順の概要

1. configure
2. dhcp ipv4
3. profile untrusted-profile-name snoop
4. exit
5. dhcp ipv4
6. profile profile-name snoop
7. trusted
8. exit
9. l2vpn
10. bridge group group-name
11. bridge-domain bridge-domain-name
12. interface type interface-path-id
13. dhcp ipv4 snoop profile untrusted-profile-name
14. interface type interface-path-id
15. dhcp ipv4 snoop profile trusted-profile-name
16. exit
17. exit
18. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

configure

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

DHCP IPv4プロファイルコンフィギュレーション
サブモードを開始します。

dhcp ipv4

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# dhcp ipv4

ステップ 2   

クライアントポート用に信頼できないDHCPスヌー
ピングプロファイルを設定します。

profile untrusted-profile-name snoop

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dhcpv4)# profile
untrustedClientProfile snoop

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

DHCP IPv4プロファイルコンフィギュレーション
モードを終了します。

exit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dhcpv4)# exit

ステップ 4   

DHCP for IPv4をイネーブルにし、DHCP IPv4プロ
ファイルコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

dhcp ipv4

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# dhcp ipv4

ステップ 5   

サーバポート用に信頼できる DHCPスヌーピング
プロファイルを設定します。

profile profile-name snoop

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dhcpv4)# profile
trustedServerProfile snoop

ステップ 6   

DHCPスヌーピングプロファイルを信頼できるもの
として設定します。

trusted

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dhcv4)# trusted

ステップ 7   

DHCP IPv4プロファイルコンフィギュレーション
モードを終了します。

exit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dhcv4)# exit

ステップ 8   

l2vpnコンフィギュレーションモードを開始します。l2vpn

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# l2vpn

ステップ 9   

ブリッジグループを作成してブリッジドメインを

含め、l2vpnブリッジグループコンフィギュレー
ションサブモードを開始します。

bridge group group-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-l2vpn)# bridge
group ccc

ステップ 10   

ブリッジドメインを確立します。bridge-domain bridge-domain-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-l2vpn-bg)#
bridge-domain ddd

ステップ 11   
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目的コマンドまたはアクション

インターフェイスを識別します。interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-l2vpn-bg-bd)#
interface gigabitethernet 0/1/0/0

ステップ 12   

信頼できない DHCPスヌーピングプロファイルを
ブリッジポートにアタッチします。

dhcp ipv4 snoop profile untrusted-profile-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-l2vpn-bg-bd-ac)#

ステップ 13   

dhcp ipv4 snoop profile
untrustedClientProfile

インターフェイスを識別します。interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-l2vpn-bg-bd-ac)#
gigabitethernet 0/1/0/1

ステップ 14   

信頼できる DHCPスヌーピングプロファイルをブ
リッジポートにアタッチします。

dhcp ipv4 snoop profile trusted-profile-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-l2vpn-bg-bd-ac)#

ステップ 15   

dhcp ipv4 snoop profile trustedServerProfile

l2vpnブリッジグループブリッジドメインインター
フェイスコンフィギュレーションサブモードを終

了します。

exit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-l2vpn-bg-bd-ac)#
exit

ステップ 16   

l2vpnブリッジグループブリッジドメインコンフィ
ギュレーションサブモードを終了します。

exit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-l2vpn-bg-bd)#
exit

ステップ 17   

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 18   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミットす
るように要求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end ◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレー
ションファイルに変更が保存され、コン

   Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータ IP アドレスおよびサービスコンフィ
ギュレーションガイドリリース 4.3.x

28 OL-28378-01-J  

ダイナミックホストコンフィギュレーションプロトコルの実装

DHCP スヌーピングを設定する方法



目的コマンドまたはアクション

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit

フィギュレーションセッションが終了し

て、ルータが EXECモードに戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーショ
ンセッションが終了して、ルータがEXEC
モードに戻ります。変更はコミットされ

ません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュ
レーションセッションが継続します。コ

ンフィギュレーションセッションは終了

せず、設定変更もコミットされません。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファ
イルに保存し、コンフィギュレーションセッ

ションを継続するには、commitコマンドを使
用します。

特定のブリッジポートでの DHCP スヌーピングのディセーブル化
次の設定では、ブリッジポート GigabitEthernet 0/1/0/1および GigabitEthernet 0/1/0/2を除いて、ブ
リッジドメイン ISP1のすべてのブリッジポートで DHCPがパケットをスヌーピングできるよう
にします。 DHCPスヌーピングは、ブリッジポート GigabitEthernet 0/1/0/1でディセーブルになっ
ています。ブリッジポートGigabitEthernet 0/1/0/2は、サーバに接続する信頼できるポートです。
この例では、他にイネーブルになっている機能はなく、DHCPスヌーピングのみが実行されてい
ます。
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手順の概要

1. configure
2. l2vpn
3. bridge group group-name
4. bridge-domain bridge-domain-name
5. dhcp ipv4 snoop profile profile-name
6. interface type interface-path-id
7. dhcp ipv4 none
8. interface type interface-path-id
9. dhcp ipv4 snoop profile profile-name
10. exit
11. exit
12. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

configure

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

2vpnコンフィギュレーションサブモードを開始しま
す。

l2vpn

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# l2vpn

ステップ 2   

ブリッジグループを作成してブリッジドメインを含

め、l2vpnブリッジグループコンフィギュレーション
サブモードを開始します。

bridge group group-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-l2vpn)# bridge
group GRP1

ステップ 3   

ブリッジドメインを確立し、l2vpnブリッジグループ
ブリッジドメインコンフィギュレーションサブモー

ドを開始します。

bridge-domain bridge-domain-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-l2vpn-bg)#
bridge-domain ISP1

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

信頼できない DHCPスヌーピングプロファイルをブ
リッジドメインにアタッチします。

dhcp ipv4 snoop profile profile-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-l2vpn-bg-bd)#

ステップ 5   

dhcp ipv4 snoop profile untrustedClientProfile

インターフェイスを特定し、l2vpnブリッジグループ
ブリッジドメインインターフェイスコンフィギュ

レーションサブモードを開始します。

interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-l2vpn-bg-bd)#
interface gigabitethernet 0/1/0/1

ステップ 6   

ポートで DHCPスヌーピングをディセーブルにしま
す。

dhcp ipv4 none

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-l2vpn-bg-bd-if)#
dhcp ipv4 none

ステップ 7   

インターフェイスを特定し、l2vpnブリッジグループ
ブリッジドメインインターフェイスコンフィギュ

レーションサブモードを開始します。

interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-l2vpn-bg-bd)#
interface gigabitethernet 0/1/0/2

ステップ 8   

信頼できる DHCPスヌーピングプロファイルをポー
トにアタッチします。

dhcp ipv4 snoop profile profile-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-l2vpn-bg-bd)#
dhcp ipv4 snoop profile trustedServerProfile

ステップ 9   

l2vpnブリッジドメインブリッジグループインター
フェイスコンフィギュレーションサブモードを終了

します。

exit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-l2vpn-bd-bg)#
exit

ステップ 10   

l2vpnブリッジドメインサブモードを終了します。exit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-l2vpn-bg)# exit

ステップ 11   

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 12   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミットする
ように要求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• commit
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目的コマンドまたはアクション

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end

◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレー
ションファイルに変更が保存され、コン

フィギュレーションセッションが終了し

て、ルータが EXECモードに戻ります。
または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit
◦ noと入力すると、コンフィギュレーション
セッションが終了して、ルータがEXECモー
ドに戻ります。変更はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュ
レーションセッションが継続します。コン

フィギュレーションセッションは終了せ

ず、設定変更もコミットされません。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイ
ルに保存し、コンフィギュレーションセッショ

ンを継続するには、commitコマンドを使用しま
す。

リレー情報オプションの使用方法

このタスクでは、リレー情報コマンドを使用して、リレー情報オプション（Option 82）を DHCP
クライアントパケットに挿入し、信頼できないリレー情報オプションとともにDHCPパケットを
転送する方法を示します。

手順の概要

1. configure
2. dhcp ipv4
3. profile profile-name snoop
4. relay information option
5. relay information option allow-untrusted
6. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

configure

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

DHCP IPv4プロファイルコンフィギュレーション
サブモードを開始します。

dhcp ipv4

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# dhcp ipv4

ステップ 2   

クライアントポート用に信頼できない DHCPス
ヌーピングプロファイルを設定します。

profile profile-name snoop

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dhcpv4)# profile
untrustedClientProfile snoop

ステップ 3   

DHCPサーバに転送される BOOTREQUESTメッ
セージにDHCPリレー情報オプションフィールド
が挿入されるようにします。

relay information option

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dhcpv4-snoop-profile)#
relay information option

ステップ 4   

リレー情報オプションがすでにあり、かつ giaddr
がゼロに設定されているBOOTREQUESTパケット

relay information option allow-untrusted

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dhcpv4-snoop-profile)#
relay information option allow-untrusted

ステップ 5   

を廃棄しないように DHCP IPv4 Relayを設定しま
す。

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 6   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミット
するように要求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end ◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレー
ションファイルに変更が保存され、コンまたは

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit
フィギュレーションセッションが終了し

て、ルータがEXECモードに戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーショ
ンセッションが終了して、ルータが

EXECモードに戻ります。変更はコミッ
トされません。
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目的コマンドまたはアクション

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィ
ギュレーションセッションが継続しま

す。コンフィギュレーションセッション

は終了せず、設定変更もコミットされま

せん。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファ
イルに保存し、コンフィギュレーションセッ

ションを継続するには、commitコマンドを使
用します。

DHCP スヌーピングの設定例
ここでは、次の設定例について説明します。

ブリッジドメインへの DHCP プロファイルの割り当て：例
次に、ブリッジドメインで DHCPスヌーピングをイネーブルにする例を示します。

l2vpn
bridge group GRP1
bridge-domain ISP1
dhcp ipv4 profile untrustedClientProfile snoop

特定のブリッジポートでの DHCP スヌーピングのディセーブル化：例
次に、特定のブリッジポートで DHCPスヌーピングをディセーブルにする例を示します。

interface gigabitethernet 0/1/0/1
dhcp ipv4 none

信頼できるブリッジポート用の DHCP プロファイルの設定：例
次に、信頼できるブリッジポート用に DHCPプロファイルを設定する例を示します。

dhcp ipv4 profile trustedServerProfile snoop
trusted
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ブリッジドメインでの信頼できないプロファイルの設定：例

次に、プロファイルをブリッジドメインにアタッチし、ブリッジポートでスヌーピングをディ

セーブルにする例を示します。

l2vpn
bridge group GRP1
bridge-domain ISP1
dhcp ipv4 profile untrustedClientProfile snoop
interface gigabitethernet 0/1/0/1
dhcp ipv4 none

信頼できるブリッジポートの設定：例

次に、信頼できる DHCPスヌーピングプロファイルをブリッジポートに割り当てる例を示しま
す。

l2vpn
bridge group GRP1
bridge-domain ISP1
interface gigabitethernet 0/1/0/2
dhcp ipv4 profile trustedServerProfile snoop

その他の関連資料
ここでは、Cisco IOS XR DHCPリレーエージェントおよび DHCPスヌーピング機能の実装に関連
する参考資料を示します。

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services
Router IP Addresses and Services Command
Reference』の「DHCP Commands」の章

Cisco IOS XR

DHCPコマンド

『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services
Router Getting Started Guide』

スタートアップ資料

『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services
Router System Security Configuration Guide』の
「Configuring AAA Services」の章

ユーザグループとタスク IDに関する情報
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標準

タイトル標準

—この機能でサポートされる新規の標準または変

更された標準はありません。また、既存の標準

のサポートは変更されていません。

MIB

MIB のリンクMIB

MIBを特定してダウンロードするには、次の
URLにあるCiscoMIB Locatorを使用し、[Cisco
Access Products]メニューからプラットフォーム
を選択します。http://cisco.com/public/sw-center/
netmgmt/cmtk/mibs.shtml

—

RFC

タイトルRFC

『Dynamic Host Configuration Protocol』RFC 2131

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/en/US/support/index.htmlシスコのテクニカルサポートWebサイトでは、
製品、テクノロジー、ソリューション、技術的

なヒント、およびツールへのリンクなどの、数

千ページに及ぶ技術情報が検索可能です。

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