
加入者機能の設定

BNGで設定される加入者機能によって、サービスプロバイダーは、特定のネットワークリソー
スの使用制限、司法当局（LEA）への電子機器を使用した情報収集の許可、加入者へのマルチ
キャストサービスの提供などの特定の固有機能を導入できます。この章で説明する加入者機能

は、次のとおりです。

• 過剰なパントフロートラップ, 1 ページ

• アクセスコントロールリストおよびアクセスコントロールリストベース転送, 6 ページ

• 合法的傍受のサポート, 11 ページ

• TCP MSS調整, 20 ページ

• あいまいな VLANの加入者セッション , 25 ページ

• uRPF, 28 ページ

• マルチキャストサービス, 29 ページ

• DAPSサポート, 45 ページ

• PBRを使用した HTTPリダイレクト, 60 ページ

• その他の関連資料, 79 ページ

過剰なパントフロートラップ
過剰なパントフロートラップ機能は、制御パケットトラフィックに割り当てられた共有よりも

多く送信するリモートデバイスからの制御パケットトラフィックを識別して緩和しようとしま

す。リモートデバイスは、加入者デバイス、VLANインターフェイス上のデバイス、または送信
元MACアドレスで識別されるデバイスの場合があります。

リモートデバイスが制御パケットトラフィックをルータに送信すると、制御パケットは、ルータ

の CPUを保護するために Local Packet Transport Services（LPTS）キューによってパントされ、ポ
リシングされます。 1台のデバイスが過剰なレートの制御パケットトラフィックを送信する場
合、ポリサーのキューがいっぱいになり、多くのパケットがドロップされます。 1台の「不良」
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デバイスからのレートが他のデバイスのレートを大幅に超える場合、他のデバイスのほとんどは

ルータへの制御パケットを取得しません。過剰なパントフロートラップ機能は、この状況に対

処します。

過剰なパントフロートラップ機能がイネーブルではない場合でも、「不良」は他のデバイス

のサービスのみに影響を与えます。ルータをダウンさせることはありません。

（注）

過剰なパントフロートラップ機能は、加入者インターフェイスと、L2および L3 VLANサブイン
ターフェイスおよびバンドル仮想インターフェイス（BVI）などの非加入者インターフェイスの
両方でサポートされます。パケットでパントのキューをフラッディングする送信元がインター

フェイスハンドルを使用するデバイスの場合、その不良インターフェイスのすべてのパントはペ

ナルティポリシングされます。各プロトコルのデフォルトのペナルティレートは、10プロトコ
ル/秒（pps）です。そうしないと、送信元がインターフェイスハンドルのないデバイスの場合、
この不良からのすべてのパケットがドロップされます。

リリース 4.2.xでは、過剰なパントフロートラップ機能は、加入者インターフェイスでのみ動
作する「加入者コントロールプレーンポリシング（CoPP）」と呼ばれていました。

（注）

過剰なパントフロートラップ機能の動作

過剰なパントフロートラップ機能は、物理インターフェイス、サブインターフェイス、BVIおよ
び加入者インターフェイスから到着する制御パケットトラフィックをモニタします。インター

フェイスは次の 2つのカテゴリに分割されます。

•「親」インターフェイス。その下に他のインターフェイスを設定できます。

•「非親」インターフェイス。その下にインターフェイスを設定できません。

物理インターフェイスは、VLANサブインターフェイスがあるため、常に親インターフェイスに
なります。BVIは、L2インターフェイスの「親」であるため、常に親インターフェイスになりま
す。L3VLANサブインターフェイスは、親または非親インターフェイスのいずれかになります。
VLANサブインターフェイスが加入者に対してイネーブルな場合、親インターフェイスになりま
す。それ以外の場合は、非親インターフェイスです。加入者インターフェイス（IPoEまたは
PPPoE）は、常に非親インターフェイスです。

フローがトラップされると、過剰なパントフロートラップ機能は、フローの送信元を識別しよう

とします。最初に判断することは、フローが発信されたインターフェイスです。このインター

フェイスが「親」インターフェイスでない場合、この機能では、インターフェイスがフローのエ

ンドポイントの送信元で、ペナルティポリシングが適用されるものと仮定します。トラップされ

たインターフェイスが「親」インターフェイスの場合、すべてのインターフェイスにペナルティ

を科す（その下のすべてのインターフェイスにペナルティを科す）のではなく、この機能は不正

なフローの送信元MACアドレスを取得し、親の下のMACアドレスからすべてのパケットをド
ロップします。プラットフォームの制限により、ペナルティのポリサーをMACアドレスで適用
することはできません。したがって、すべてのパケットがドロップされます。
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過剰なパントフロートラップ機能をイネーブルにする方法の詳細については、過剰なパントフ

ロートラップ処理のイネーブル化, （4ページ）を参照してください。

過剰なパントフロートラップ機能は、すべてのパントトラフィックをモニタします。初期の

モニタリングから特定のインターフェイスを除外することはなく、インターフェイスが過剰フ

ローの送信元の場合、インターフェイスに不良というフラグを付けないようにすることもでき

ません。

（注）

不良は、各プロトコルにポリシングされます。過剰なパントフロートラップ機能でサポートさ

れるプロトコルは、ブロードキャスト、マルチキャスト、ARP、DHCP、PPP、PPPoE、ICMP、
IGMP、L2TP、および IP（多くのタイプの L3ベースパントや IPv4と IPv6の両方を含む）です。
各プロトコルには、静的なパントレートとペナルティレートがあります。たとえば、リモート

デバイスからのすべての ICMPパントの合計は、ルータのCPUに対して 1500パケット/秒（pps）
でポリシングされます。 1台のリモートデバイスが過剰なレートの ICMPトラフィックを送信し
てトラップされた場合、その不良からの ICMPトラフィックは 10 ppsでポリシングされます。残
りの（非不良）リモートデバイスは、ICMPに静的な 1500 ppsのキューを使用し続けます。

インターフェイスをトラップさせるために必要な過剰なレートは、静的なパントレート（ICMP
の場合1500pps）とは関係ありません。過剰なレートは、パントされている他の制御パケット
の現在の平均レートよりもかなり大きくなります。過剰なレートは固定レートではなく、現

在の全体的なパントパケットアクティビティによって異なります。

（注）

不良がトラップされると、不良と特定したプロトコルとは関係なく、すべてのパントプロトコル

（ARP、DHCP、PPPなど）でペナルティポリシングされます。10ppsのペナルティレートによっ
て、他のプロトコルは十分に正常に動作できます。ただし、不良が送信元MACアドレスによっ
てトラップされると、すべてのパケットはドロップされます。

インターフェイスはトラップされると、しばらく「ペナルティボックス」に置かれます（デフォ

ルトでは 15分）。ペナルティのタイムアウトの最後に、ペナルティポリシングから削除（また
はドロップ）されます。リモートデバイスからの制御パケットトラフィックのレートが依然と

して過剰な場合、インターフェイスは再度トラップされます。

制約事項

次の制約事項が、過剰なパントフロートラップ機能の実装に適用されます。

•この機能は、SIP-700ラインカードおよび ASR 9000イーサネットラインカードのインター
フェイスをサポートしません。

•この機能は、非決定論的です。場合によっては、過剰なパントフロートラップ機能は、誤
検出することがあります。つまり、正規のパントトラフィックを送信しているインターフェ

イスをトラップすることがあります。

•過剰なパントフロートラップ機能は、さまざまなフローの相対レートに基づいてフローを
トラップします。したがって、動作は、周囲のパントレートによって異なります。他のフ

ローよりもかなり大きなフローは、不良としてとしてトラップされることがあります。した
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がって、この機能は、多くのフローがあると感度が鈍くなり、フローが少ないと感度が増し

ます。

•制御パケットトラフィックは、バーストで発生する可能性があります。過剰なパントフロー
トラップには、短いバーストでのトリガーを防ぐ手段がありますが、長いバーストでは誤検

出トラップをトリガーする可能性があります。

過剰なパントフロートラップ処理のイネーブル化

加入者および非加入者の両方のインターフェイスで過剰なパントフロートラップ機能をイネーブ

ルにするには、次の作業を実行します。この作業によって、プロトコルのペナルティポリシング

レートとペナルティタイムアウトも設定できます。

手順の概要

1. configure
2. lpts punt excessive-flow-trap subscriber-interfaces
3. lpts punt excessive-flow-trap non-subscriber-interfaces
4. lpts punt excessive-flow-trap penalty-rate protocol penalty_policer_rate
5. lpts punt excessive-flow-trap penalty-timeout protocol time
6. 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   

加入者インターフェイスで過剰なパントフロートラップ機能を

イネーブルにします。

lpts punt excessive-flow-trap
subscriber-interfaces

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# lpts
punt excessive-flow-trap
subscriber-interfaces

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

非加入者インターフェイスで過剰なパントフロートラップ機能

をイネーブルにします。

lpts punt excessive-flow-trap
non-subscriber-interfaces

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# lpts
punt excessive-flow-trap
non-subscriber-interfaces

ステップ 3   

ステップ 2とステップ 3の両方の設定が適用される
と、過剰なパントフロートラップ機能はすべてのイ

ンターフェイスでイネーブルになります。

（注）

プロトコルのペナルティポリシングレートを設定します。ペナ

ルティポリサーレートはパケット/秒（pps）単位で、その範囲
は 2～ 100です。

lpts punt excessive-flow-trap penalty-rate
protocol penalty_policer_rate

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# lpts
punt excessive-flow-trap penalty-rate
icmp 10

ステップ 4   

プロトコルのペナルティポリシングレートは、ポリ

サーレートプロファイルを消費します。

（注）

トラップされたインターフェイスがペナルティボックスに置か

れる期間である、プロトコルのペナルティタイムアウト値を設

lpts punt excessive-flow-trap
penalty-timeout protocol time

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# lpts
punt excessive-flow-trap
penalty-timeout igmp 10

ステップ 5   

定します。ペナルティタイムアウト値は分単位で、その範囲は

1～ 1000です。デフォルトのペナルティタイムアウト値は、15
分です。

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。
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目的コマンドまたはアクション

過剰なパントフロートラップ処理のイネーブル化：例

次に、デフォルトのペナルティタイムアウト（15分）を使用し、PPPおよびPPPoEプロトコルの
ペナルティレートを 20 ppsに設定して、加入者インターフェイスで過剰なパントフロートラッ
プをイネーブルにする例を示します。

configure
lpts punt excessive-flow-trap subscriber-interfaces
lpts punt excessive-flow-trap penalty-rate ppp 20
lpts punt excessive-flow-trap penalty-rate pppoe 20
end
!!

次に、デフォルトのペナルティレート（10 pps）を使用し、ARPのペナルティタイムアウトを 2
分に設定して、非加入者インターフェイスで過剰なパントフロートラップをイネーブルにする例

を示します。

configure
lpts punt excessive-flow-trap non-subscriber-interfaces
lpts punt excessive-flow-trap penalty-timeout arp 2
end
!!

アクセスコントロールリストおよびアクセスコントロー

ルリストベース転送
アクセスコントロールリスト（ACL）は、加入者のアクセス権を定義するために使用されます。
また、コンテンツのフィルタリング、さまざまなネットワークリソースへのアクセスのブロック

などにも使用されます。

特定のサービスプロバイダーは、ルーティングプロトコルによって計算されたパスを使用する代

わりに、特定のパスを介してルーティングされる特定のトラフィックをルーティングする必要が

あります。たとえば、サービスプロバイダーは、音声トラフィックは特定の高価なルートを通過

する一方で、データトラフィックは通常のルーティングパスを使用することを必要とする場合が

あります。これは、宛先にパケットを転送するために使用される ACL設定でネクストホップア
ドレスを指定することによって実現されます。パケット転送のために ACLを使用するこの機能
は、ACLベース転送（ABF）と呼ばれます。

セキュリティ ACLおよび ABFは、PPPoE PTAセッションにのみ適用できます。（注）

ACLは CLIまたは XMLによって定義されます。ただし、動的なテンプレート、または RADIUS
からの VSAによって加入者セッションに適用できます。 ABFの導入（ACLの使用）には、次の
段階があります。
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• ACLの定義については、アクセスコントロールリストの設定, （7ページ）を参照してく
ださい。

•アクセスインターフェイスに ACLを適用するには、ACLのアクティブ化, （9ページ）を
参照してください。

アクセスコントロールリストの設定

アクセスコントロールリストを作成するには、次の作業を実行します。たとえば、このアクセ

スリストは ABFを導入するために作成されます。したがって、ネクストホップアドレスを定義
します。

手順の概要

1. configure
2. {ipv4 | ipv6} access-list access-list-name
3. sequence-number permit tcp any any
4. sequence-number permit {ipv4 | ipv6} host source_address nexthop source_address destination_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   

アクセスリストを設定します。{ipv4 | ipv6} access-list access-list-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# ipv4
access-list foo_in

ステップ 2   

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# ipv6
access-list foo_in
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目的コマンドまたはアクション

TCPトラフィックにアクセスコントロールリストのルール
を入力します。

sequence-number permit tcp any any

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# 10 permit
tcp any any

ステップ 3   

送信元 IPアドレスから宛先 IPアドレスに IPv4プロトコル
で転送するパケットを指定します。

sequence-number permit {ipv4 | ipv6} host
source_address nexthop source_address
destination_address

ステップ 4   

ステップ 1から 4を繰り返して、foo_outアクセス
リストを設定します。

（注）

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# 10 permit
ipv4 host 9.8.8.9 nexthop 6.6.6.6
7.7.7.7

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# 10 permit
ipv6 host 192:2:1:9 nexthop 192:2:6:8

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、コンフィギュレーまたは

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit
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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アクセスコントロールリストの設定：例

//For IPv4
configure
ipv4 access-list foo_in
10 permit tcp any any
10 permit ipv4 host 9.8.8.9 nexthop 6.6.6.6 7.7.7.7
!
!
end

//For IPv6
configure
ipv6 access-list foo_in
10 permit tcp any any
10 permit ipv4 host 192:2:1:9 nexthop 192:2:6:8
!
!
end

ACL のアクティブ化
アクセスコントロールリストをアクティブ化するために使用される動的なテンプレートを定義す

るには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. dynamic-template
3. type{ipsubscriber |ppp |service} dynamic-template-name
4. {ipv4 | ipv6} access-group access-list-name ingress
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   

動的テンプレートコンフィギュレーション

モードを開始します。

dynamic-template

例：

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

ステッ

プ 2   

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータブロードバンドネットワークゲートウェイ
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目的コマンドまたはアクション

サービスの動的なテンプレートタイプを作成

します。

type{ipsubscriber |ppp |service} dynamic-template-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dynamic-template)# type
service foo

ステッ

プ 3   

着信パケットに対してアクセスコントロール

を指定します。

{ipv4 | ipv6} access-group access-list-name ingress

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dynamic-template-type)# ipv4
access-group foo_in ingress

ステッ

プ 4   

同様に、foo_outと呼ばれる発信パ
ケットに対して別のアクセスグルー

プを作成します。

（注）

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dynamic-template-type)# ipv6
access-group foo_in ingress

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, 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。

   Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータブロードバンドネットワークゲート
ウェイコンフィギュレーションガイドリリース 4.3.x

10 OL-28375-01-J  

加入者機能の設定

ACL のアクティブ化



目的コマンドまたはアクション

ACL のアクティブ化：例

//For IPv4
configure
dynamic-template
type service foo
ipv4 access-group foo_in ingress
!
!
end

//For IPv6
configure
dynamic-template
type service foo
ipv6 access-group foo_in ingress
!
!
end

合法的傍受のサポート
合法的傍受によって、司法当局（LEA）は、司法命令または行政命令で許可された電子機器を使
用した情報収集を実行できます。ますます多くの法律が採択され、規制が施行されるのに伴い、

サービスプロバイダー（SP）やインターネットサービスプロバイダー（ISP）は、許可された電
子監視を明示的にサポートするネットワークを実装する必要性に迫られています。合法的傍受の

指令に従う SPまたは ISPの種類は、国によって大きく異なります。米国の合法的傍受のコンプ
ライアンスは、Communications Assistance for Law Enforcement Act（CALEA）によって指定されて
います。

Cisco ASR 9000シリーズルータでは、Cisco Service Independent Intercept（SII）アーキテクチャと
PacketCableTMをサポートします。1合法的傍受アーキテクチャ。合法的傍受コンポーネントだけ

では、該当する規制に準拠できませんが、SPおよび ISPが合法的傍受準拠のネットワークを構築
するために使用可能なツールを提供します。

BNGは、加入者のセッション単位の合法的傍受およびRADIUSベースの合法的傍受をサポートし
ます。セッション単位および RADIUSベースの両方の合法的傍受が、BNGの IPoE、PPPoE、お
よび PPPoE LAC加入者セッションで実行されます。

このガイドは、合法的傍受の実装の法的義務に対応するものではありません。サービスプロ

バイダーは、ネットワークが適切な合法的傍受の法令および規制に従うことを保障する責任が

あります。義務を決定するために法的助言を求めることが推奨されます。

注意

1 PacketCableTMアーキテクチャは PacketCable™仕様を使用してデバイスの相互運用性と製品のコンプライアンスの問題を処理します。

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータブロードバンドネットワークゲートウェイ
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合法的傍受関連のルータの設定の詳細については、『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services
Router System Security Configuration Guide』の「Implementing Lawful Intercept」の章を参照して
ください。

（注）

セッション単位の合法的傍受

入力方向と出力方向の両方で、複製されたストリームをメディエーションデバイスに送信する、

指定された加入者インターフェイス上のすべてのレイヤ 2またはレイヤ 3トラフィックの合法的
傍受は、セッション単位の合法的傍受と呼ばれます。この合法的傍受は、シスコが定義するMIB
を使用して、IPv4、IPv6、およびマルチキャストトラフィックの傍受を実装します。デフォルト
では、SNMPベースの合法的傍受機能は、Cisco ASR 9000シリーズルータでイネーブルになって
おり、タップを設定できます。 SNMPベースの合法的傍受のディセーブル化の詳細については、
SNMPベースの合法的傍受のディセーブル化, （13ページ）を参照してください。

加入者セッションは、アカウントセッション IDによって識別されます。この IDは、トラフィッ
クが傍受される加入者ユーザに指定された加入者インターフェイスを識別するキーとして機能し

ます。

合法的傍受は通常、SIIアーキテクチャまたはPacketCableTM仕様を使用して実装できます。SNMP
ベースの合法的傍受のCisco IOS-XR実装は、サービスに依存しない傍受（SII）のアーキテクチャ
に基づいています。 SNMPv3は、データ送信元を認証し、Cisco ASR 9000シリーズルータからメ
ディエーションデバイスへの接続が安全であることを保障します。これにより、許可されていな

いパーティが傍受のターゲットを偽造できないようにします。

合法的傍受を実装するには、SNMPサーバの機能を理解する必要があります。このため、
『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router System Management Configuration Guide』の
「Implementing SNMP」モジュールに説明されている情報をよく確認してください。

合法的傍受は、明示的にディセーブルにする必要があります。これは、プロビジョニングさ

れたルータで自動的にイネーブルになります。ただし、進行中のアクティブなタップがある

場合、タップは削除されるため、LIをディセーブルにしないてください。

管理プレーンは、SNMPv3をイネーブルにするように設定される必要があります。コマンド
がルータ上のインターフェイス（できれば、ループバック）に機能するように、管理プレーン

による SNMPコマンドの受け入れを可能にします。これにより、メディエーションデバイス
（MD）が物理インターフェイスと通信できるようになります。管理プレーン保護機能の詳細
については、インバンド管理プレーン保護機能の設定, （14ページ）を参照してください。
メディエーションデバイスのイネーブル化の詳細については、VoIPおよびデータセッション
を傍受するためのメディエーションデバイスのイネーブル化, （14ページ）を参照してくだ
さい。

（注）
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合法的傍受 MIB

コレクタとしても知られている外部メディエーションデバイスは、IP-TAP-MIBを使用する IPv4
または IPv6アドレスベースのタップを作成できます。 SNMPv3プロトコルは、メディエーショ
ンデバイス（CISCO-TAP2-MIBで定義）、およびタップ（CISCO-USER-CONNECTION-TAP-MIB
で定義）のプロビジョニングに使用されます。 Cisco ASR 9000シリーズルータは、SNMPおよび
RADIUSの両方を含む合計 511の同時タップをサポートします。

合法的傍受は、傍受に次のMIBを使用します。

• CISCO-TAP2-MIB：合法的傍受処理に使用されます。Cisco ASR 9000シリーズルータで合法
的傍受を制御する SNMP管理オブジェクトが含まれます。メディエーションデバイスは、
Cisco ASR 9000シリーズルータを通してトラフィックを送信するターゲットに対して合法的
傍受を設定および実行するためにMIBを使用します。 CISCO-TAP2-MIBは、SII機能をサ
ポートし、メディエーションデバイスおよび汎用タップのプロビジョニングを定義します。

これは、メディエーションデバイスのテーブルとストリームテーブルから主に構成されて

います。メディエーションデバイステーブルには、Cisco ASR 9000シリーズルータが通信
するメディエーションデバイスに関する情報が含まれます。たとえば、デバイスアドレス、

傍受したトラフィックを送信するインターフェイス、および傍受したトラフィックを送信す

るために使用するプロトコルです。ストリームテーブルには、MDのテーブルエントリに
よってプロビジョニングされる汎用タップのリストが含まれます。

• CISCO-USER-CONNECTION-TAP-MIB：個々の加入者のトラフィックを傍受するために使用
されます。MIBには、Cisco ASR 9000シリーズルータの個々のユーザ接続に傍受を設定し
て実行するための SNMP管理オブジェクトが含まれます。このMIBには、一意のセッショ
ン IDでそれぞれ識別される、ユーザ接続に関する情報が含まれます。
CISCO-USER-CONNECTION-TAP-MIBはCISCO-TAP2-MIBを設定しないと設定できません。

SNMPタップと RADIUSタップを同時に設定することはできません。また、同一のセッショ
ンを同時に複数回傍受することもできません。

（注）

SNMP ベースの合法的傍受のディセーブル化
合法的傍受は、Cisco ASR 9000シリーズルータではデフォルトでイネーブルになっています。

•合法的傍受をディセーブルにするには、グローバルコンフィギュレーションモードで
lawful-intercept disableコマンドを入力します。

•この機能を再度イネーブルにするには、このコマンドの no形式を使用します。

SNMP ベースの合法的傍受のディセーブル化：例

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# lawful-intercept disable

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータブロードバンドネットワークゲートウェイ
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すべての SNMPベースのタップは、合法的傍受がディセーブルのときはドロップします。（注）

インバンド管理プレーン保護機能の設定

別のプロトコルを使用するようにMPPを設定していない場合、合法的傍受用途で SNMPサーバ
にメディエーションデバイスとの通信を許可するようにMPP機能も設定されていないことを確
認します。このような場合、指定したインターフェイスまたはすべてのインターフェイスを使用

して SNMPコマンドがルータで許可されるように、MPPが明確にインバンドインターフェイス
として設定される必要があります。

Cisco IOSから Cisco IOS XRソフトウェアに最近移行し、MPPを所定のプロトコルに設定した
場合でも、このタスクを必ず実行します。

（注）

合法的傍受では、多くの場合にループバックインターフェイスがSNMPメッセージに適していま
す。このインターフェイスタイプを選択した場合、インバンド管理設定にこれを含める必要があ

ります。

VoIP およびデータセッションを傍受するためのメディエーションデバイスのイネー
ブル化

次の SNMPサーバ設定作業では、MDによる VoIPまたはデータセッションの傍受を許可するこ
とで、Cisco IOS XRソフトウェアを実行しているルータ上で Cisco SII機能をイネーブルにしま
す。

手順の概要

1. configure
2. snmp-server view view-name ciscoTap2MIB included
3. snmp-server view view-name ciscoUserConnectionTapMIB included
4. snmp-server group group-name v3auth read view-name write view-name notify view-name
5. snmp-server host ip-address traps version 3 auth username udp-port port-number
6. snmp-server user mduser-id groupname v3 auth md5 md-password
7. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

8. show snmp users
9. show snmp group
10. show snmp view

   Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータブロードバンドネットワークゲート
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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   

ビューレコードを作成または変更し、ビューにCISCO-TAP2-MIB
ファミリを含めます。合法的傍受を制御する CISCO-TAP2-MIB

snmp-server view view-name
ciscoTap2MIB included

例：

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

ステップ 2   

内のSNMP管理オブジェクトが含まれます。ルータを通してトラ
フィックを送信するターゲットで合法的傍受を設定および実行す

るため、メディエーションデバイスによってこのMIBが使用さ
れます。snmp-server view TapName

ciscoTap2MIB included

ビューレコードを作成または変更し、ユーザ接続用のシスコの傍

受機能を管理するために CISCO-USER-CONNECTION-TAP-MIB
snmp-server view view-name
ciscoUserConnectionTapMIB included

例：

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

ステップ 3   

ファミリを含めます。このMIBは、CISCO-TAP2-MIBとともに、
ユーザトラフィックを傍受およびフィルタリングするために使用

されます。
snmp-server view TapName
ciscoUserConnectionTapMIB included

SNMPビューに SNMPユーザをマッピングする新しい SNMPグ
ループを設定します。このグループはSNMPビューの読み取り、
書き込み、および通知権限を持っています。

snmp-server group group-name v3auth
read view-name write view-name notify
view-name

例：

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

ステップ 4   

snmp-server group TapGroup v3 auth
read TapView write TapView notify
TapView

SNMPトラップ通知、使用する SNMPのバージョン、通知のセ
キュリティレベル、通知の受信者（ホスト）を指定します。

snmp-server host ip-address traps
version 3 auth username udp-port
port-number

ステップ 5   

例：

RP/0//CPU0:router(config)#
snmp-server host 223.255.254.224
traps version 3 auth bgreen udp-port
2555

MDパスワードと関連付ける v3セキュリティモデルと HMAC
MD5アルゴリズムを使用して、MDユーザがSNMPグループに属
するように設定します。

snmp-server user mduser-id groupname
v3 auth md5 md-password

例：

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

ステップ 6   

• mduser-idおよび mdpasswordはMDに設定されている値と一
致している必要があります。あるいは、これらの値はルータ

で使用されている値と一致している必要があります。
snmp-server mduser-id TapGroup v3
auth md5 mdpassword

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータブロードバンドネットワークゲートウェイ
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目的コマンドまたはアクション

• SNMPv3セキュリティの最低基準を満たすには、パスワード
の長さは 8文字以上である必要があります。

•最低の合法的傍受のセキュリティレベルは authです。noauth
オプションはnoAuthnoPrivセキュリティレベルを示すため、
機能しません。合法的傍受のセキュリティレベルは、MDS
のレベルと一致している必要があります。

•ルータではMD5以外を選ぶこともできますが、MD値は一
致している必要があります。

ほとんどのMDでは、MD5がデフォルトになっているか、
MD 5のみをサポートしています。

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 7   

• 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。

SNMPユーザテーブルの各SNMPユーザ名に関する情報を表示し
ます。

show snmp users

例：

RP/0//CPU0:router# show snmp users

ステップ 8   
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目的コマンドまたはアクション

ネットワークの各 SNMPグループに関する情報を表示します。show snmp group

例：

RP/0//CPU0:router# show snmp group

ステップ 9   

関連するMIBビューファミリー名、ストレージタイプ、ステー
タスなど、設定されたビューに関する情報を表示します。

show snmp view

例：

RP/0//CPU0:router# show snmp view

ステップ 10   

VoIP およびデータセッションを傍受するためのメディエーションデバイスのイネーブル化：例

configure
snmp-server view TapName ciscoTap2MIB included
snmp-server view TapName ciscoUserConnectionTapMIB included
snmp-server group TapGroup v3 auth read TapView write TapView notify TapView
snmp-server host 223.255.254.224 traps version 3 auth bgreen udp-port 2555
snmp-server mduser-id TapGroup v3 auth md5 mdpassword
end
!
!

RADIUS ベースの合法的傍受
RADIUSベースの合法的傍受機能は、BNGの加入者トラフィックの傍受にRADIUS属性を使用し
て機能を提供します。これは、IPアドレスがセッションに割り当てられるまで、SNMPベースの
方法はタップされるセッションを回避するため、SNMPユーザ接続のMIB上で推奨される方法で
す。RADIUSベースのLIメカニズムでは、セッションが確立されるとすぐにタップが可能になり
ます。

RADIUSベースの合法的傍受ソリューションによって、RADIUSサーバからネットワークアクセ
スサーバ（NAS）またはレイヤ 2トンネルプロトコルアクセスコンセントレータ（LAC）に
（Access-Acceptパケットまたは許可変更（CoA）要求パケットを介して）傍受要求を送信できま
す。 PPPまたは L2TPセッションとやり取りされるすべてのトラフィックデータは、メディエー
ションデバイスに渡されます。 RADIUSベースの合法的傍受ソリューションのもう 1つの利点
は、すべてのターゲットのトラフィックを同時に傍受できる Access-Acceptパケットを使用して
タップを設定することです。

RADIUSベースの合法的傍受機能は、次のモードのタップ開始サポートを提供しています。

•新しいセッションに対する Access-Acceptベースの合法的傍受

•既存のセッションに対する CoAベースの合法的傍受
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デフォルトでは、RADIUSベースの合法的傍受機能は、イネーブルになっていません。RADIUS
ベースの合法的傍受のイネーブル化の詳細については、RADIUSベースの合法的傍受のイネー
ブル化, （18ページ）を参照してください。

（注）

RADIUS ベースの合法的傍受のイネーブル化
RADIUSベースの合法的傍受機能をイネーブルにするには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. aaa intercept
3. aaa server radius dynamic-author
4. port port_number
5. server-key [0|7] word
6. client hostname{ vrf vrf_name | server-key [0|7] word }
7. 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   

RADIUSベースの合法的傍受機能をイネーブルにします。aaa intercept

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# aaa
intercept

ステップ 2   

AAAの傍受をディセーブルにすると、すべての
RADIUSベースのタップが Cisco ASR 9000シリーズ
ルータから削除されます。

（注）

合法的傍受を AAAサーバとして設定し、動的許可ローカル
サーバコンフィギュレーションモードを開始します。

aaa server radius dynamic-author

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# aaa
server radius dynamic-author

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

RADIUSサーバポートを指定します。デフォルトポート番号
は、1700です。

port port_number

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-Dynamic
Author)# port 1600

ステップ 4   

RADIUSクライアントと共有される暗号キーを指定します。server-key [0|7] word

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-Dynamic
Author)# server-key cisco

ステップ 5   

AAAサーバが通信するクライアントを指定します。client hostname{ vrf vrf_name | server-key
[0|7] word }

ステップ 6   

グローバルモード、およびクライアントタイプの

キー単位としてサーバキーを設定できます。

（注）

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-Dynamic
Author)# client 3.0.0.28 vrf default
server-key cisco

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 7   

• 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。
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RADIUS ベースの合法的傍受のイネーブル化：例

configure
aaa intercept
aaa server radius dynamic-author
port 1600
server-key cisco
client 3.0.0.28 vrf default server-key cisco
end
!
!

次の作業

次の属性は、RADIUSベースの合法的傍受を設定するために、ユーザプロファイルに含まれてい
る必要があります。

xyz_user1@domain.com Password == "cisco"
Cisco-avpair = "md-ip-addr=192.1.1.4",
Cisco-avpair += "md-port=203",
Cisco-avpair += "md-dscp=3",
Cisco-avpair += "intercept-id=abcd0003",
Cisco-avpair += "li-action=1"

TCP MSS 調整
TCPMSS調整機能によって、Cisco ASR 9000シリーズルータを通過する一時的なパケットの最大
セグメントサイズ（MSS）を設定できます。

PPPoEまたは L2TPのケースでは、TCPセッションを開始するクライアントが気づかないことが
ある追加ヘッダーがパケットに追加されます。これにより、追加されたヘッダーが原因でパケッ

トサイズが最大伝送単位（MTU）を超えた場合に、損失パケット、破損した送信、またはフラグ
メンテーションが生じる可能性があります。

TCP MSS調整機能がどのように機能するのかを示す例を次に示します。

図 1：TCP MSS 調整の例

この例では、HTTPクライアントは、1300（MTU）- 20 TCP - 20 IPヘッダー = 1260のMSS値を信
号で伝える TCP同期（SYN）パケットを HTTPサーバに送信します。これを受信すると、HTTP
サーバはSYNACKメッセージで通知します。HTTPクライアントは、単一の確認応答でTCPセッ
ションを確認し、TCPチャネルを開きます。

これは、PPPoEまたは L2TPなしのサンプルシナリオです。（注）
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HTTPサーバは大きなファイルを選択すると、それを 1460バイトのチャンクに分割します（現時
点で HTTPヘッダーは存在しないと想定します）。 HTTPサーバがパケットを送信すると、最初
の Cisco ASR 9000シリーズルータ（右）は、MTUがクライアントに対して 576ダウンストリー
ムであることを検出し、1300バイトのパケットをフラグメント化するよう要求します。

サーバがDF（「フラグメント化しない」）ビットを設定すると、パケットはドロップされます。
また、パケットに DFビットが設定されていない場合、パケットはフラグメント化され、パケッ
トを再構成するようクライアントに要求します。デジタル加入者線（DSL）またはFibre-to-the-Home
（FTTH）のようなアクセスでは、CPEがセキュリティメカニズムとして着信フラグメントをブ
ロックし、この送信が失われることがあります。

一般的なシナリオでは、ドロップされるパケットがあると、Webページでイメージを表示すると
きに、部分的なダウンロード、障害、または遅延が発生します。MSS調整は、サーバが設定され
たサイズよりも大きなパケット（およびヘッダー）を送信しないように、TCP SYNパケットの傍
受、MSSオプションの読み取り、および値の調整を行うことによってこのシナリオを克服しま
す。

TCPMSS値のみが下方調整されることに注意してください。クライアントが設定値よりも小さい
MSS値を要求する場合、実行されるアクションはありません。

PPPoEの場合は余分な 8バイト、L2TPの場合は余分な 40バイトが、パケットに追加されます。
推奨されるMSS調整値は、PPPoEの場合は 1452、L2TPの場合は 1420で、1500エンドツーエン
ドの最小MTUを想定しています。

PTAと L2TPに対して異なる一意のグローバル値がサポートされています。これが一度設定され
ると、今後すべてのセッションをTCPMSS調整できます。ただし、すでに確立されたセッション
は TCP調整されません。グローバル値が変更されると、すべての新しい TCP加入者セッション
は、新しいグローバル値を取得します。

パケットの TCP MSS値の設定の詳細については、TCPパケットの TCP MSS値の設定, （22ペー
ジ）を参照してください。

セッションでこの機能をディセーブルにするには、まずグローバルコンフィギュレーション

をディセーブルにしてから、セッションを削除し、再作成します。

（注）

IPv4と IPv6の両方でカプセル化された TCPがサポートされます。

制約事項

次の制約事項が、TCP MSS調整に適用されます。

• MSSは TCP固有のため、TCP MSS調整機能は、（中継）TCPパケットのみに適用でき、
UDPパケットには影響しません。

• TCP MSS調整の設定は、PPPoE PTAおよび LACセッションタイプのみに影響します。こ
れは、IPセッションまたは非 BNGインターフェイスには影響しません。

• MSSオプションは、TCPヘッダーの最初のオプションである必要があります。

•ルータは、ユーザが TCP/IPV4パケットを検査するために設定したMSS値を使用します。
TCP/IPv6パケットを調べると、ルータは、より大きな IPv6ヘッダーを考慮して、設定され
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たMSS値を自動的に 20バイトずつ下方調整します。たとえば、TCP MSS値が 1450に設定
されている場合、ルータは IPv4パケットの TCP MSSを 1450に下方調整し、IPv6パケット
では 1430に下方調整します。

TCP パケットの TCP MSS 値の設定
TCPパケットの TCP MSS値を TCPセッションがドロップされるのを防ぐように設定するには、
次の作業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. subscriber
3. pta tcp mss-adjust max-segment-size
4. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

5. configure
6. vpdn
7. l2tp tcp-mss-adjust max-segment-size
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   

加入者コンフィギュレーションモードをイネーブルにし

ます。

subscriber

例：

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

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

PTA加入者用のCisco ASR 9000シリーズルータを介して
送信される TCPパケットのMSS値を設定します。 TCP

pta tcp mss-adjust max-segment-size

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-subscriber)# pta
tcp mss-adjust 1300

ステップ 3   

MSS調整の最大セグメントサイズの範囲は、1280～1536
（バイト単位）です。

値は、機能がイネーブルな場合にすべてのセッ

ションに適用される、PTAセッションのグロー
バル値を表します。

（注）

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、コンフィギュまたは

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

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 5   

VPDNコンフィギュレーションモードをイネーブルにし
ます。

vpdn

例：

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

ステップ 6   
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目的コマンドまたはアクション

LAC加入者用のCiscoASR9000シリーズルータを介して
送信される TCPパケットのMSS値を設定します。 TCP

l2tp tcp-mss-adjust max-segment-size

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-vpdn)# l2tp
tcp-mss-adjust 1300

ステップ 7   

MSS調整の最大セグメントサイズの範囲は、1280～1460
（バイト単位）です。

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 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、コンフィギュまたは

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

TCP パケットの TCP MSS 値の設定：例

//Example for configuring the TCP MSS value of TCP packets for a PPPoE PTA subscriber
session:

configure
subscriber
pta tcp mss-adjust 1280
!!

// Example for configuring the TCP MSS value of TCP packets for a PPPoE LAC subscriber
session:

configure
vpdn
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l2tp tcp-mss-adjust 1460
!!

あいまいな VLAN の加入者セッション
あいまいなVLANによって、単一のアクセスインターフェイスで複数の加入者セッションを作成
できます。結果として、アクセスインターフェイスの拡張性が向上します。あいまいな VLAN
は、VLAN IDの範囲、または個々の VLAN IDのグループのいずれかが指定されている L3イン
ターフェイスです。VLANに各加入者を個々にマッピングする代わりに、あいまいなVLAN設定
ではグループのマッピングを実行します。複数の加入者は、一意のMACアドレスがある限り、
あいまいなVLANでマッピングできます。あいまいなVLANに作成された加入者セッションは、
通常のVLANに作成されているものと同じで、ポリシーマップ、VRF、QoS、アクセスコントロー
ルリストなどのすべての通常設定をサポートしています。

あいまいなVLANでの IPoE加入者セッションの作成をイネーブルにするには、あいまいなVLAN
での加入者セッションの確立, （25ページ）を参照してください。

制約事項

あいまいな VLANは、ユニキャストクライアントを使用しません。

あいまいな VLAN での加入者セッションの確立
あいまいなVLANを定義し、そこでの IP加入者セッションの作成をイネーブルにするには、次の
作業を実行します。

あいまいな VLANに必要な DHCP固有の設定はありません。（注）
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手順の概要

1. configure
2. interface type interface-path-id
3. 次のコマンドのいずれかを使用して、カプセル化されたあいまいな VLANを設定します。

• encapsulation ambiguous { dot1q | dot1ad } {any | vlan-range }

• encapsulation ambiguous dot1q vlan-id second-dot1q { any | vlan-range }

• encapsulation ambiguous dot1q any second-dot1q { any | vlan-id }

• encapsulation ambiguous dot1ad vlan-id dot1q { any | vlan-range }

4. ipv4 | ipv6address source-ip-address destination-ip-address
5. service-policy type control subscriber policy_name
6. ipsubscriber ipv4 l2-connected
7. initiator dhcp
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   

インターフェイスを設定し、インターフェイスコン

フィギュレーションモードを開始します。

interface type interface-path-id

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface
GigabitEthernet0/1/0/0.12

ステップ 2   

IEEE 802.1Q VLANを設定します。次のコマンドのいずれかを使用して、カプセル化

されたあいまいな VLANを設定します。
ステップ 3   

vlan-rangeは、例に示すように、カンマ区切りまたは
ハイフン区切りの形式、またはその両方の組み合わせ

で指定されます。

• encapsulation ambiguous { dot1q | dot1ad }
{any | vlan-range }

• encapsulation ambiguous dot1q vlan-id
second-dot1q { any | vlan-range }

• encapsulation ambiguous dot1q any
second-dot1q { any | vlan-id }
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目的コマンドまたはアクション

• encapsulation ambiguous dot1ad vlan-id dot1q
{ any | vlan-range }

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# encapsulation
ambiguous dot1q any
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# encapsulation
ambiguous dot1q 14 second-dot1q 100-200
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# encapsulation
ambiguous dot1q any second-dot1q any
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# encapsulation
ambiguous dot1ad 14 dot1q 100,200,300-400

IPv4または IPv6プロトコルアドレスを設定します。ipv4 | ipv6address source-ip-address
destination-ip-address

ステップ 4   

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ipv4 address
2.1.12.1 255.255.255.0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ipv6 address
1:2:3::4 128

指定された PL1の policy_nameでポリシーマップが前
に定義された、アクセスインターフェイスにポリシー

マップを適用します。

service-policy type control subscriber policy_name

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#
service-policy type control subscriber PL1

ステップ 5   

L2接続された IPv4 IP加入者をイネーブルにします。ipsubscriber ipv4 l2-connected

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ipsubscriber
ipv4 l2-connected

ステップ 6   

IP加入者の発信側 DHCPをイネーブルにします。initiator dhcp

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# initiator
dhcp

ステップ 7   

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。
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目的コマンドまたはアクション

◦ 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。

あいまいな VLAN での加入者セッションの確立：例
configure
interface Bundle-Ether100.10
encapsulation ambiguous dot1q 14 second-dot1q any
ipv4 address 2.1.12.12 55.255.255.0
service-policy type control subscriber PL1
ipsubscriber ipv4 l2-connected
!
!
end

uRPF
ユニキャストリバースパス転送（uRPF）は、加入者インターフェイスで受信されるパケットが
有効な加入者から送信されているかどうかを確認する BNGの機能です。 uRPFは、L3サービス
を使用する加入者にのみ適用されます。

PPPoE加入者の場合、uRPFチェックで、着信パケットの送信元アドレスが加入者に関連付けられ
たアドレスセットに一致することを確認します。加入者アドレスは、IPCPの割り当てられたア
ドレス、または RADIUSを介してフレーム化され、ルーティングされ、割り当てられたアドレス
です。 PPPoE加入者は、セッション IDと VLANキーで識別されます。 BNGは、着信パケット
の送信元 IPアドレスが予期されたセッション IDと VLANキーに一致することを確認する uRPF
チェックを実行します。

IPoE加入者の場合、加入者アドレスはDHCPによって割り当てられたものです。 IPoE加入者は、
着信MACアドレスで識別されます。 uRPFチェックでは、送信元 IPアドレスが DHCPによって
送信元MACアドレスに割り当てられたものであることを確認します。
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uRPFは、IPv4および IPv6の両方の加入者でサポートされ、動的なテンプレートを使用できます。
uRPFをイネーブルにする動的なテンプレートを定義するには、IPv4または IPv6加入者セッショ
ンの動的なテンプレートの作成を参照してください。

マルチキャストサービス
マルチキャストサービスにより、複数の加入者を 1つの送信元からの単一送信の受信者にするこ
とができます。たとえば、リアルタイム音声およびビデオ会議では、マルチキャストサービスが

有効活用されます。 BNGの PPPoEインターフェイスで適用されるマルチキャスト機能は、次の
とおりです。

マルチキャストの共存

BNGで、マルチキャストサービスは、通常のユニキャストサービスと共存します。BNGのマル
チキャスト機能は、Cisco ASR 9000シリーズルータでサポートされている既存の L3マルチキャ
スト機能と同じです。 BNGでは、マルチキャストはトランクインターフェイス、および物理イ
ンターフェイスおよびバンドルで作成されたVLANでイネーブルになります。マルチキャストの
共存は PPPoE PTA加入者セッションに対して機能します。 ASR9kでのマルチキャストの実装の
詳細については、『Implementing Layer 3Multicast Routing on Cisco ASR 9000 Series Routers』を参照
してください。

BNGでマルチキャスト機能をイネーブルにするには、VRFのアドレスファミリのイネーブル化,
（29ページ）を参照してください。

VRF のアドレスファミリのイネーブル化
必要なアドレスファミリのマルチキャスト機能をイネーブルにするには、次の作業を実行しま

す。

手順の概要

1. configure
2. multicast-routing
3. vrf vrf_name
4. address-family ipv4
5. 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   

マルチキャストルーティングを設定します。multicast-routing

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#
multicast routing

ステップ 2   

VRF名を設定します。vrf vrf_name

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# vrf
vrf1

ステップ 3   

IPv4アドレスファミリのマルチキャスト機能をイネーブルにし
ます。

address-family ipv4

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#
address-family ipv4

ステップ 4   

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, 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。
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目的コマンドまたはアクション

•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。

VRF のアドレスファミリのイネーブル化：例
multicast-routing
vrf vrf1
address-family ipv4
!
!
end

マルチキャストレプリケーション

BNGは、PPPoEインターフェイスのマルチキャストパケットのレプリケーションをサポートしま
す。また、加入者インターフェイス上のマルチキャスト転送、マルチキャスト IPビデオコンテ
ンツの送信もサポートします。マルチキャストレプリケーションが加入者でイネーブルになって

いる場合、BNGはその加入者に対して IGMP統計情報の収集を実行し、その情報をエクスポート
できます。マルチキャストレプリケーションは、パッシブモードで設定された加入者インター

フェイスでサポートされます。

HQoS 相関
階層型 Quality of Service（HQoS）の相関機能は、各加入者の PPPoEセッションで受信した IGMP
レポートで加入者のマルチキャスト帯域幅の使用状況をモニタし、マルチキャストトラフィック

に十分な帯域幅を残すようにユニキャスト帯域幅の使用を制限します。これは、マルチキャスト

およびユニキャストトラフィックが異なるデバイスによってラストマイルリンク上で転送され

る場合に、マルチキャストトラフィックとユニキャストトラフィックがラストマイルの加入者

への同一物理リンクを共有するときに便利です。この機能は、加入者にユニキャストトラフィッ

クを転送する BNGで設定されます。受信された IGMPレポートに基づいて、BNGは、PPPoE
セッションでユニキャスト QoSシェーパーを通知し、ユニキャストトラフィックフローに許可
された帯域幅制限を変更します。このHQoS相関機能を使用して、サービスプロバイダーは、集
中的なユニキャストトラフィックから PPPoE加入者へのマルチキャストトラフィックを保護で
きます。マルチキャストフローの帯域幅プロファイルは、BNGで設定される必要があります。

帯域幅プロファイルを定義するには、最小ユニキャスト帯域幅の設定, （32ページ）を参照して
ください。

マルチキャスト HQoSのモードを指定するには、マルチキャスト HQOS相関モードまたはパッシ
ブモードの設定, （34ページ）を参照してください。
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最小ユニキャスト帯域幅の設定

ユニキャストトラフィックがオーバーサブスクライブマルチキャストトラフィックによって完

全に切断されないように、最小ユニキャスト帯域幅を設定できます。QoSを使用して加入者に対
して保証される最小ユニキャスト帯域幅を設定するには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. dynamic-template
3. type [ppp|ip-subscriber|service]name
4. qos output minimum-bandwidth range
5. exit
6. 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   

動的テンプレートコンフィギュレーション

モードを開始します。

dynamic-template

例：

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

ステッ

プ 2   

.type [ppp|ip-subscriber|service]nameステッ

プ 3   適用する必要がある動的なテンプレートのタ

イプを指定します。3つの使用可能なタイプ
は、次のとおりです。

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dynamic-template)# type ppp
p1

• PPP

• IP加入者

•サービス
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目的コマンドまたはアクション

加入者に対して保証される最低帯域幅をkBps
単位で設定します。範囲は 1～ 4294967295
です。

qos output minimum-bandwidth range

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dynamic-template-type)# qos
output minimum-bandwidth 10

ステッ

プ 4   

現在のモードを終了します。exit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dynamic-template-type)# exit

ステッ

プ 5   

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。
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最小帯域幅の設定：例

configure
dynamic-template
type ppp p1
service-policy output pmap
multicast ipv4 qos-correlation
qos output minimum-bandwidth 10
end

マルチキャスト HQOS 相関モードまたはパッシブモードの設定
HQoS相関モードまたはパッシブモードでマルチキャスト設定し、PPPoEインターフェイス上で
マルチキャストレプリケーションをイネーブルにするには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. dynamic-template
3. type ppp dynamic-template name
4. multicast ipv4 <qos-correlation | passive>
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   

動的テンプレートコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

dynamic-template

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# dynamic-template

ステップ 2   

PPPタイプモードを開始し、加入者インターフェ
イスの IGMPを設定します。

type ppp dynamic-template name

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dynamic-template)# type
ppp foo

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

QoS相関モード（IGMP-HQOS相関）またはパッ
シブモード（マルチキャスト転送）のいずれかで

加入者を設定します。

multicast ipv4 <qos-correlation | passive>

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dynamic-template-type)#
multicast ipv4 qos-correlation

ステップ 4   

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、または

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

マルチキャスト HQOS 相関モードの設定：例
dynamic-template type ppp foo
multicast ipv4 qos-correlation
!
!
end
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ユニキャスト QoS シェーパー相関に対する IGMP
ユニキャストQoSシェーパーの相関機能は、マルチキャストフローの帯域幅プロファイルを設定
し、IGMPメッセージによって各加入者のマルチキャスト帯域幅の使用状況を推測できます。
PPPoE加入者セッションで、加入者が使用するマルチキャスト帯域幅は、最小しきい値に到達す
るまでユニキャスト QoSシェーパーから差し引かれます。

IGMP QoSシェーパーの設定の詳細については、 VRFでの IGMP - HQoS相関機能の設定, （36
ページ）を参照してください。加入者インターフェイスの IGMPの設定の詳細については、加入
者インターフェイスの IGMPパラメータの設定, （40ページ）を参照してください。

IGMPは、ルートポリシーを使用して、すべてのマルチキャストフローの絶対レートを分散しま
す。ユニキャストQoSシェーパーのルートポリシーの設定の詳細については、ユニキャストQoS
シェーパーのルートポリシーの設定, （38ページ）を参照してください。

VRF での IGMP - HQoS 相関機能の設定
VRFで IGMP - HQoS相関機能を設定するには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. router igmp
3. unicast-qos-adjust adjustment-delay time
4. unicast-qos-adjust download-interval time
5. unicast-qos-adjust holdoff time
6. vrf vrf-name
7. traffic 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

IGMPコンフィギュレーションモードのルータプロセスを
開始します。

router igmp

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router
igmp

ステップ 2   

加入者のユニキャストトラフィックに対して、IGMP QoS
シェーパーでレートをプログラミングするまで待機する時

間を設定します。待機時間の範囲は 0～10秒です。

unicast-qos-adjust adjustment-delay time

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-igmp)#
unicast-qos-adjust adjustment-delay 1

ステップ 3   

加入者のユニキャストトラフィックに対して、IGMP QOS
シェーパーにインターフェイスのバッチをダウンロードす

unicast-qos-adjust download-interval time

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-igmp)#
unicast-qos-adjust download-interval 10

ステップ 4   

るまでの時間を設定します。ダウンロード間隔の範囲は10
～500ミリ秒です。

QoSが IGMP QoSシェーパーの失効したエントリを消去す
るまでのホールドオフ時間を設定します。ホールドオフ時

間の範囲は 5～ 1800秒です。

unicast-qos-adjust holdoff time

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-igmp)#
unicast-qos-adjust holdoff 5

ステップ 5   

VRFコンフィギュレーションモードを開始します。vrf vrf-name

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-igmp)# vrf
vrf1

ステップ 6   

ルートポリシーが帯域幅プロファイルのマッピングに使用

されるように設定します。

traffic profile profile-name

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-igmp-vrf1)#
traffic profile routepolicy1

ステップ 7   

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、コンフィギュレーまたは

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

IGMP QOS シェーパーの設定：例

configure
router igmp
unicast-qos-adjust adjustment-delay 1
unicast-qos-adjust download-interval 10
unicast-qos-adjust holdoff 5
vrf vrf1
traffic profile routepolicy1
!
!
end

ユニキャスト QoS シェーパーのルートポリシーの設定
ユニキャスト QoSシェーパーのルートポリシーを設定するには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. router igmp
3. vrf vrf-name
4. traffic profile profile-name
5. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

6. show igmp unicast-qos-adjust statistics
7. show igmp unicast-qos-adjust statistics interface interface-name
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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   

IGMPコンフィギュレーションモードのルータプロセスを
開始します。

router igmp

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router
igmp

ステップ 2   

VRFコンフィギュレーションモードを開始します。vrf vrf-name

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-igmp)# vrf
vrf1

ステップ 3   

ルートポリシーが帯域幅プロファイルのマッピングに使用

されるように設定します。

traffic profile profile-name

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-igmp-vrf1)#
traffic profile routepolicy1

ステップ 4   

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、コンフィギュレーまたは

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit
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。
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目的コマンドまたはアクション

•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。

（任意）調整下のインターフェイスグループの総数、前回

の clearコマンドからの稼働時間、およびユニキャストQoS
show igmp unicast-qos-adjust statistics

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router# show igmp
unicast-qos-adjusted statistics

ステップ 6   

シェーパーのレート調整コールの総数など、機能の内部統

計情報を表示します。

（任意）インターフェイス名、調整されたフロー数、調整

された合計レート、ユニキャスト QoSシェーパーの初期調
整後の稼働時間を表示します。

show igmp unicast-qos-adjust statistics
interface interface-name

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router# show igmp
unicast-qos-adjusted statistics interface
interface1

ステップ 7   

ユニキャスト QoS シェーパーのルートポリシーの設定：例
#Adding a route-policy for profile1

route-policy profile1
if destination in (239.0.0.0/8 le 32) then
set weight 1000
endif
end-policy

# Configuring profile1 for Unicast QoS Shaper
router igmp
vrf vrf1
traffic profile profile1
!
!
end

加入者インターフェイスの IGMP パラメータの設定
加入者インターフェイスの IGMPパラメータを設定するには、次の作業を実行します。
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手順の概要

1. configure
2. dynamic-template
3. type ppp dynamic-template name
4. igmp explicit-tracking
5. igmp query-interval value
6. igmp query-max-response-time query-response-value
7. 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   

動的テンプレートコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

dynamic-template

例：

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

ステップ 2   

PPPタイプモードを開始し、加入者インターフェ
イスの IGMPを設定します。

type ppp dynamic-template name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dynamic-template)# type
ppp foo

ステップ 3   

IGMPv3の明示的ホストトラッキングをイネーブ
ルにします。

igmp explicit-tracking

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dynamic-template-type)#
igmp explicit-tracking

ステップ 4   

IGMPの query-intervalを秒単位で設定します。igmp query-interval value

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dynamic-template-type)#
igmp query-interval 60

ステップ 5   

igmp query-intervalの値は、秒単位で 1
～3600の範囲にする必要があります。
16000 PPPoE加入者以下の場合、推奨
値（デフォルト値でもある）は60秒で
す。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

IGMPの query-max-response-timeを秒単位で設定
します。

igmp query-max-response-time query-response-value

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dynamic-template-type)#
igmp query-max-response-time 4

ステップ 6   

igmp query-intervalの値は、秒単位で 1
～12の範囲です。

（注）

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 7   

• 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。

加入者インターフェイスの IGMP の設定：例
dynamic-template type ppp foo
igmp explicit-tracking
igmp query-interval 60
igmp query-max-response-time 4
!
!
end
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IGMP アカウンティング
インターネットグループ管理プロトコル（IGMP）アカウンティング機能によって、BNGでマル
チキャストグループに加入する加入者または消去される加入者のインスタンスをログ記録する統

計情報ファイルを維持できます。ファイル形式は、次のとおりです。

harddisk:/usr/data/igmp/accounting.dat.<Node ID>.<YYMMDD>

値は次のとおりです。

•ノード IDは、ファイルを生成するノードの名前です（RP/0/RSP0/CPU0など）。

• YYは年、MMは月、DDは日付です。

統計情報のファイル名の例は、次のとおりです。

harddisk:/usr/data/igmp/accounting.dat.RP_0_RSP0_CPU0.101225

統計情報ファイルは、アクティブなルートプロセッサ（RP）に保存されます。フェールオーバー
イベントが発生すると、新しいファイルが新しいアクティブRPで作成され、アクティブRPとス
タンバイ RP間でデータをミラーリングする試行は行われません。したがって、統計情報ファイ
ルはアクティブ RPとスタンバイ RPの両方から取得される必要があります。

デフォルトでは、IGMPアカウンティング機能は、毎日 1ファイルを追加します。ディスク領域
の枯渇を防ぐために、データを保持するファイル数または日数を指定できます。IGMPアカウン
ティングの設定, （43ページ）を参照してください。指定された期間よりも古いファイルは削除
され、データはBNGから廃棄されます。各ファイルの最大サイズが 250MBを超えることはでき
ません。

IGMP アカウンティングの設定
IGMPアカウンティングを設定するには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. router igmp
3. accounting [ max-history ] days
4. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

5. show igmp interface
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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   

IGMPコンフィギュレーションモードのルータプロセスを
開始します。

router igmp

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router
igmp

ステップ 2   

IGMPアカウンティングを設定します。最大履歴パラメータ
は任意であり、保持されるファイル数を指定します。この数

値は、履歴日数と等しくなります。

accounting [ max-history ] days

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-igmp-vrf1)#
accounting max-history 50

ステップ 3   

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または

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

（任意）IGMPインターフェイス情報を表示します。show igmp interface

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router# show igmp
interface

ステップ 5   

IGMP アカウンティングの設定：例

configure
router igmp
accounting max-history 45
!
!
end

DAPS サポート
分散アドレスプールサービス（DAPS）によって、ラインカード（LC）およびルートプロセッサ
（RP）で実行される DHCPプロセス間でアドレスプールを共有できます。 DHCPサーバおよび
PPPoE加入者は、DAPSに対するクライアントであり、DAPSクライアントと呼ばれます。RADIUS
属性に属性「プール名」が含まれる場合にのみ、クライアントに IPアドレスを返すために DAPS
が使用されます。加入者のRADIUS属性に固定アドレスが含まれる場合、クライアントはその IP
アドレスを DAPSに送信しません。

DAPSは、RPの DAPSサーバ、および LCの DAPSプロキシの 2つの形式で実行されます。 RP
には、組み込み式のDAPSプロキシモジュールがあります。このモデルでは、すべてのDAPSク
ライアントが常に DAPSプロキシと通信します。 DAPSプロキシインスタンスは、アドレス割り
当てや他の要求について RPの中央 DAPSサーバと通信します。 DAPSプロキシは、システム内
のすべての LCで動作します。 LC上で動作する DAPSプロキシは、その LCから複数のクライア
ントを提供できます（PPP、DHCPv6、IPv6NDなど）。 DAPSは、2つ以上のノードで複数の
DAPSクライアントを提供します。異なる DAPSプロキシプロセスは、各ノードで実行され、各
DAPSクライアントにローカルに接続します。

DAPSは、プール名による動的な IPv4および IPv6アドレス割り当てをサポートします。 IPv4
DAPSの設定の詳細については、IPv4分散アドレスプールサービスの設定, （46ページ）を参照
してください。 IPv6の設定プールを作成するには、設定プールサブモードの作成, （47ページ）
を参照してください。

IPv6コンフィギュレーションサブモードでさまざまな DAPS IPv6パラメータを設定できます。
IPv6アドレスプールのサブネット番号とマスクを設定できます。詳細については、アドレスプー
ルのサブネット番号およびマスクの設定, （50ページ）を参照してください。 IPv6アドレスの範
囲などのパラメータを指定できます。詳細については、「 IPv6アドレスの範囲の指定, （52ペー
ジ）」を参照してください。使用率のしきい値を指定するには、使用率のしきい値の指定, （54
ページ）を参照してください。 1つのサブネット内で一連のプレフィックスまたはアドレスを指
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定するには、サブネット内の一連のアドレスまたはプレフィックスの指定, （58ページ）を参照
してください。プレフィックスの長さも指定できます。詳細については、「プレフィックスの

長さの指定, （56ページ）」を参照してください。

IPv4 分散アドレスプールサービスの設定
IPv4分散アドレスプールサービス（DAPS）を設定するには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. pool ipv4 ipv4-pool-name
3. address-range first_address second_address
4. pool vrf vrf-name ipv4 ipv4-pool-name{address-range address-range}
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   

IPv4プール名を設定します。pool ipv4 ipv4-pool-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# pool ipv4 pool1

ステップ 2   

割り当てのアドレス範囲を設定します。address-range first_address second_address

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pool-ipv4)# address-range
1.1.1.1 9.8.9.8

ステップ 3   

IPv4プール名を設定します。pool vrf vrf-name ipv4 ipv4-pool-name{address-range
address-range}

ステップ 4   

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# pool vrf vrf1 ipv4 pool1
address-range 1.1.1.1 9.8.9.8
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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 • 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

• 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。

IPv4 分散アドレスプールサービスの設定：例
pool ipv4 pool1
address-range 1.1.1.1 9.8.9.8
pool vrf vrf1 ipv4 pool1 address-range 1.1.1.1 9.8.9.8
!
!
end

設定プールサブモードの作成

デフォルトのVRFおよび特定のVRFの IPv6設定プールサブモードを作成し、イネーブルにする
には、次の作業を実行します。
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手順の概要

1. configure
2. pool ipv6 ipv6-pool-name
3. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

4. configure
5. pool vrf vrf_name ipv6 ipv6-pool-name
6. 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   

デフォルトのVRFの IPv6プール名を作成し、プール IPv6コンフィ
ギュレーションサブモードを開始します。

pool ipv6 ipv6-pool-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# pool
ipv6 pool1

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。
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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。

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 4   

特定の VRFの IPv6プール名を作成し、プール IPv6コンフィギュ
レーションサブモードを開始します。

pool vrf vrf_name ipv6 ipv6-pool-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# pool
vrf vrf1 ipv6 pool1

ステップ 5   

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。
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設定プールサブモードの作成：例

configure
pool ipv6 pool1 (default vrf)
!
!
configure
pool vrf vrf1 ipv6 pool1 (for a specific vrf)
!
!
end

アドレスプールのサブネット番号およびマスクの設定

IPv6アドレスプールのサブネット番号およびマスクを作成するには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. pool vrf vrf_name ipv6 ipv6-pool-name
3. prefix-length value
4. network subnet
5. utilization-mark high value low value
6. exclude low_ip_address high_ip_address
7. 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   

特定の VRFの IPv6プール名を作成し、プー
ル IPv6コンフィギュレーションサブモード
を開始します。

pool vrf vrf_name ipv6 ipv6-pool-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# pool vrf default ipv6 test

ステッ

プ 2   
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目的コマンドまたはアクション

クライアントに割り当てられたプレフィック

スの長さを指定します。プレフィックス長の

値の範囲は 1～ 128です。

prefix-length value

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pool-ipv6)# prefix-length
120

ステッ

プ 3   

サブネット内の一連のアドレスまたはプレ

フィックスを指定します。

network subnet

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pool-ipv6)# network
1101:1::/114

ステッ

プ 4   

prefix-lengthコマンドは、network
コマンドが使用される場合は、必ず

設定する必要があります。

（注）

プール IPv6サブモードで使用率のしきい値を
指定します。高い値および低い値は 0～ 100
のパーセンテージとして表されます。

utilization-mark high value low value

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pool-ipv6)# utilization-mark
high 70 low 30

ステッ

プ 5   

DAPSがクライアントに割り当てることはで
きない IPv6アドレスまたはプレフィックスの

exclude low_ip_address high_ip_address

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pool-ipv6)# exclude
1101:1::100 ::

ステッ

プ 6   
範囲を指定します。高い値および低い値は 0
～ 100のパーセンテージとして表されます。

プール内では複数の excludeコマン
ドが許可されます。1つのアドレス
を除外するには、<high_ip_address>
を省略できます。

（注）

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 7   •• 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。
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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。

アドレスプールのサブネット番号およびマスクの設定：例

configure
pool vrf default ipv6 test
prefix-length 120
network 1101:1::/114
utilization-mark high 70 low 30
exclude 1101:1::100 ::
!
!
end

IPv6 アドレスの範囲の指定
プール内の IPv6アドレスの範囲を指定するには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. pool vrf vrf_name ipv6 ipv6-pool-name
3. address-range low_ip_address high_ip_address
4. 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   

特定の VRFの IPv6プール名を作成し、プール
IPv6コンフィギュレーションサブモードを開始
します。

pool vrf vrf_name ipv6 ipv6-pool-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# pool vrf vrf1 ipv6
addr_vrf

ステッ

プ 2   

プール内の IPv6アドレスの範囲を指定します。
プール内では複数のアドレス範囲が許可されま

す。

address-range low_ip_address high_ip_address

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pool-ipv6)# address-range
1234::2 1234::3e81

ステッ

プ 3   

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 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
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目的コマンドまたはアクション

ンセッションを継続するには、commitコマ
ンドを使用します。

IPv6 アドレスの範囲の指定：例

configure
pool vrf vrf1 ipv6 addr_vrf
address-range 1234::2 1234::3e81
!
!
end

使用率のしきい値の指定

プール IPv6サブモードで特定の VRFに使用率のしきい値を指定するには、次の作業を実行しま
す。

手順の概要

1. configure
2. pool vrf vrf_name ipv6 ipv6-pool-name
3. prefix-length value
4. network subnet
5. utilization-mark high value low value
6. 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

特定の VRFの IPv6プール名を作成し、プー
ル IPv6コンフィギュレーションサブモード
を開始します。

pool vrf vrf_name ipv6 ipv6-pool-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# pool vrf default ipv6 test

ステッ

プ 2   

クライアントに割り当てられたプレフィック

スの長さを指定します。プレフィックス長の

値の範囲は 1～ 128です。

prefix-length value

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pool-ipv6)# prefix-length
120

ステッ

プ 3   

サブネット内の一連のアドレスまたはプレ

フィックスを指定します。

network subnet

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pool-ipv6)# network
1101:1::/114

ステッ

プ 4   

prefix-lengthコマンドは、network
コマンドが使用される場合は、必ず

設定する必要があります。

（注）

プール IPv6サブモードで使用率のしきい値を
指定します。高い値および低い値は 0～ 100
のパーセンテージとして表されます。

utilization-mark high value low value

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pool-ipv6)# utilization-mark
high 70 low 30

ステッ

プ 5   

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
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目的コマンドまたはアクション

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。

使用率のしきい値の指定：例

configure
pool vrf default ipv6 test
prefix-length 120
network 1101:1::/114
utilization-mark high 70 low 30
!
!
end

プレフィックスの長さの指定

クライアントに割り当てられるプレフィックスの長さを指定するには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. pool vrf vrf_name ipv6 ipv6-pool-name
3. prefix-length value
4. prefix-range low_ipv6_prefix high_ipv6_prefix
5. 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   

特定の VRFの IPv6プール名を作成し、プール
IPv6コンフィギュレーションサブモードを開始
します。

pool vrf vrf_name ipv6 ipv6-pool-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# pool vrf vrf1 ipv6
prefix_vrf

ステッ

プ 2   

クライアントに割り当てられたプレフィックス

の長さを指定します。プレフィックス長の値の

範囲は 1～ 128です。

prefix-length value

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pool-ipv6)# prefix-length
64

ステッ

プ 3   

プール IPv6コンフィギュレーションモードで特
定の VRFの IPv6アドレスプレフィックスの範
囲を指定します。

prefix-range low_ipv6_prefix high_ipv6_prefix

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pool-ipv6)# prefix-range
9fff:1:: 9fff:1:0:3e7f::

ステッ

プ 4   

prefix-lengthは prefix-rangeが設定さ
れる場合は、必ず設定する必要があり

ます。

（注）

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, 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。
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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。

クライアントに割り当てられるプレフィックスの長さの指定：例

configure
pool vrf vrf1 ipv6 prefix_vrf
prefix-length 64
prefix-range 9fff:1:: 9fff:1:0:3e7f::
!
!
end

サブネット内の一連のアドレスまたはプレフィックスの指定

プールIPv6コンフィギュレーションサブモードでサブネット内の一連のアドレスまたはプレフィッ
クスを指定するには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. pool vrf vrf_name ipv6 ipv6-pool-name
3. prefix-length value
4. network subnet
5. utilization-mark high value low value
6. exclude low_ip_address high_ip_address
7. 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   

特定の VRFの IPv6プール名を作成し、プー
ル IPv6コンフィギュレーションサブモード
を開始します。

pool vrf vrf_name ipv6 ipv6-pool-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# pool vrf default ipv6 test

ステッ

プ 2   

クライアントに割り当てられたプレフィック

スの長さを指定します。プレフィックス長の

値の範囲は 1～ 128です。

prefix-length value

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pool-ipv6)# prefix-length
120

ステッ

プ 3   

サブネット内の一連のアドレスまたはプレ

フィックスを指定します。

network subnet

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pool-ipv6)# network
1101:1::/114

ステッ

プ 4   

prefix-lengthコマンドは、network
コマンドが使用される場合は、必ず

設定する必要があります。

（注）

プール IPv6サブモードで使用率のしきい値を
指定します。高い値および低い値は 0～ 100
のパーセンテージとして表されます。

utilization-mark high value low value

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pool-ipv6)# utilization-mark
high 70 low 30

ステッ

プ 5   

DAPSがクライアントに割り当てることはで
きない IPv6アドレスまたはプレフィックスの

exclude low_ip_address high_ip_address

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pool-ipv6)# exclude
1101:1::100 ::

ステッ

プ 6   
範囲を指定します。高い値および低い値は 0
～ 100のパーセンテージとして表されます。

プール内では複数の excludeコマン
ドが許可されます。1つのアドレス
を除外するには、<high_ip_address>
を省略できます。

（注）

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 7   •• 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
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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

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。

サブネット内の一連のアドレスまたはプレフィックスの指定：例

configure
pool vrf default ipv6 test
prefix-length 120
network 1101:1::/114
utilization-mark high 70 low 30
exclude 1101:1::100 ::
!
!
end

PBR を使用した HTTP リダイレクト
HTTPリダイレクト（HTTPR）機能は、最初に指定された宛先以外の宛先に加入者トラフィック
をリダイレクトするために使用されます。HTTPR機能は、ルーティングプロトコルの代わりに、
ポリシー設定に基づいてパケットの転送先を決定するポリシーベースルーティング（PBR）を使
用して実装されます。 HTTPR機能は、リダイレクト URLを含む HTTPリダイレクト応答を最初
に要求を送信した HTTPクライアントに返信することによって実装されます。その後、HTTPク
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ライアントは、リダイレクトされたURLに要求を送信します。HTTPRは、IPv4および IPv6加入
者の両方でサポートされます。

HTTPR機能の最も一般的な用途は、最初のログイン用です。場合によっては、加入者を一意に識
別し、許可することはできません。これは、加入者がネットワークに接続するために、共有ネッ

トワークアクセスメディアを使用している場合に発生します。このような場合、加入者は、ネッ

トワークにアクセスできますが、「オープンガーデン」と呼ばれる機能に制限されます。オープ

ンガーデンは、加入者がネットワークへの物理アクセス権を持つ限りアクセスできるネットワー

クリソースの集まりです。加入者は、オープンガーデンのWebサイトにアクセスする前に、認
証情報を入力する必要はありません。

加入者がオープンガーデン外のリソース（「ウォールドガーデン」と呼ばれます）にアクセスを

試みると、Webのログインポータルにリダイレクトされます。ウォールドガーデンは、加入者が
最小の認証情報を入力してアクセスできるWebサイトまたはネットワークの集まりです。Web
のログインポータルでは、加入者はユーザ名とパスワードを使用してログインする必要がありま

す。その後、Webのログインポータルは、ユーザクレデンシャルとともに BNGにアカウントロ
グイン CoAを送信します。これらのクレデンシャルの認証に成功すると、BNGはリダイレクト
をディセーブルにし、直接のネットワークアクセスに対して適切な加入者ポリシーを適用しま

す。 HTTPRのその他の用途には、広告のためのWebポータルへの定期的なリダイレクション、
課金サーバへのリダイレクションなどがあります。

PBR機能は、独自の動的なテンプレートで設定されます。動的なテンプレートに他の機能も含ま
れている場合、CoAを使用して、パケットをリダイレクトするPBRポリシーを非アクティブ化す
る必要があります。

BNGは、リダイレクトまたはドロップされるパケット数を追跡するHTTPリダイレクト統計情報
カウンタを維持します。 HTTPプロトコルは、いくつかのステータスコードを使用して HTTPR
を実装します。現在、リダイレクトコード302（HTTPバージョン1.0の場合）および307（HTTP
バージョン 1.1の場合）が BNGでサポートされています。

（注） • HTTPリダイレクトは、HTTPパケットにのみ適用されます。その結果、SMTP、FTPな
ど他のサービスはこの機能に影響されません。それにもかかわらず、これらの他のサー

ビスがリダイレクト分類ルールの一部である場合、パケットはドロップされ、転送され

ません。

• HTTPSはサポートされていません。

•宛先 URLベースの分類はサポートされていません。

HTTPRの設定プロセスには、次の段階があります。

•リダイレクトされた権限およびオープンガーデン権限を定義するアクセスリストの作成。
リダイレクションに対する HTTPの宛先の識別, （62ページ）を参照してください。

•アクセスリストを使用してトラフィックをオープンガーデンへのアクセスがリダイレクトま
たは許可されているものとして分類するクラスマップの作成。 HTTPリダイレクションのク
ラスマップの設定, （67ページ）を参照してください。
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•クラスマップを使用して分類されたトラフィックで実行されるアクションを定義するポリ
シーマップの作成。HTTPリダイレクトのポリシーマップの設定, （69ページ）を参照して
ください。

•サービスポリシーを適用するための動的なテンプレートの作成。 HTTPRポリシーを適用す
るための動的なテンプレートの設定, （72ページ）を参照してください。

認証を実行する時間制限を指定するWebログインを設定するには、Webログインの設定, （74
ページ）を参照してください。

リダイレクションに対する HTTP の宛先の識別
リダイレクションを必要とするか、オープンガーデンの一部である HTTPの宛先を識別するアク
セスリストを定義するには、次の作業を実行します。
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手順の概要

1. configure
2. {ipv4 | ipv6}access-list redirect_acl_name
3. 次のいずれかを実行します。

• [ sequence-number]{permit | deny} source source-wildcard destination destination-wildcard
[precedence precedence] [dscp dscp] [fragments] [packet-length operator packet-length value]
[log | log-input]

• [ sequence-number ] {permit | deny} protocol {source-ipv6-prefix/prefix-length | any | host
source-ipv6-address} [operator {port | protocol-port}] {destination-ipv6-prefix/prefix-length | any
| host destination-ipv6-address} [operator {port | protocol-port}] [dscp value] [routing] [authen]
[destopts] [fragments] [packet-length operator packet-length value] [log | log-input]

4. 必要に応じてステップ3を繰り返し、シーケンス番号順にステートメントを追加します。エン
トリを削除するには、no sequence-numberコマンドを使用します。

5. {ipv4 | ipv6}access-list open_garden_acl
6. 次のいずれかを実行します。

• [ sequence-number]{permit | deny} source source-wildcard destination destination-wildcard
[precedence precedence] [dscp dscp] [fragments] [packet-length operator packet-length value]
[log | log-input]

• [ sequence-number ] {permit | deny} protocol {source-ipv6-prefix/prefix-length | any | host
source-ipv6-address} [operator {port | protocol-port}] {destination-ipv6-prefix/prefix-length | any
| host destination-ipv6-address} [operator {port | protocol-port}] [dscp value] [routing] [authen]
[destopts] [fragments] [packet-length operator packet-length value] [log | log-input]

7. 必要に応じてステップ6を繰り返し、シーケンス番号順にステートメントを追加します。エン
トリを削除するには、no sequence-numberコマンドを使用します。

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

IPv4または IPv6アクセスリストコンフィギュレーション
モードを開始し、名前付きアクセスリストを設定します。

{ipv4 | ipv6}access-list redirect_acl_name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# ipv4
access-lists redirect_acl

ステッ

プ 2   

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# ipv6
access-lists redirect_acl

IPv4または IPv6アクセスリストの redirect_aclで許可また
は拒否される 1つまたは複数の条件を指定します。

次のいずれかを実行します。ステッ

プ 3   • [ sequence-number]{permit | deny} source
source-wildcard destination destination-wildcard •任意の logキーワードを指定すると、エントリに一致

したパケットに関する情報ログメッセージがコンソー

ルに送信されます。

[precedence precedence] [dscp dscp]
[fragments] [packet-length operator
packet-length value] [log | log-input]

•任意の log-inputキーワードは、ログメッセージに入
力インターフェイスも含まれることを除いて、log
キーワードと同じように機能します。

• [ sequence-number ] {permit | deny} protocol
{source-ipv6-prefix/prefix-length | any | host
source-ipv6-address} [operator {port |
protocol-port}]

または{destination-ipv6-prefix/prefix-length | any | host
destination-ipv6-address} [operator {port |

IPv6アクセスリストの redirect_aclで許可または拒否され
る 1つまたは複数の条件を指定します。

protocol-port}] [dscp value] [routing] [authen]
[destopts] [fragments] [packet-length operator
packet-length value] [log | log-input] • IPv6オプションヘッダーおよび任意の上位層プロト

コルタイプ情報に基づいて IPv6トラフィックをフィ

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ipv4-acl)# 10

ルタリングする方法の詳細については、deny（IPv6）
コマンドおよび permit（IPv6）コマンドを参照して
ください。

permit 172.16.0.0 0.0.255.255
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ipv4-acl)# 20
deny 192.168.34.0 0.0.0.255 どの IPv6アクセスリストにも最後の一致条件と

して暗黙の deny ipv6 any anyステートメントが
あります。 1つの IPv6アクセスリストには、暗
黙の deny ipv6 any anyステートメントを有効に
するために少なくとも 1つのエントリが含まれ
る必要があります。

（注）
または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ipv6-acl)# 20
permit icmp any any
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ipv6-acl)# 30
deny tcp any any gt 5000

アクセスリストは変更できます。必要に応じてステップ 3を繰り返し、シーケン
ス番号順にステートメントを追加します。エン

ステッ

プ 4   
トリを削除するには、no sequence-numberコマン
ドを使用します。
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目的コマンドまたはアクション

IPv4または IPv6アクセスリストコンフィギュレーション
モードを開始し、オープンガーデンの名前付きアクセス

リストを設定します。

{ipv4 | ipv6}access-list open_garden_acl

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# ipv4
access-lists open_garden_acl

ステッ

プ 5   

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# ipv6
access-lists open_garden_acl

IPv4アクセスリストの open_garden_aclで許可または拒否
される 1つまたは複数の条件を指定します。

次のいずれかを実行します。ステッ

プ 6   • [ sequence-number]{permit | deny} source
source-wildcard destination destination-wildcard •任意の logキーワードを指定すると、エントリに一致

したパケットに関する情報ログメッセージがコンソー

ルに送信されます。

[precedence precedence] [dscp dscp]
[fragments] [packet-length operator
packet-length value] [log | log-input]

•任意の log-inputキーワードは、ログメッセージに入
力インターフェイスも含まれることを除いて、log
キーワードと同じように機能します。

• [ sequence-number ] {permit | deny} protocol
{source-ipv6-prefix/prefix-length | any | host
source-ipv6-address} [operator {port |
protocol-port}]

または{destination-ipv6-prefix/prefix-length | any | host
destination-ipv6-address} [operator {port |

IPv6アクセスリストの open_garden_aclで許可または拒否
される 1つまたは複数の条件を指定します。

protocol-port}] [dscp value] [routing] [authen]
[destopts] [fragments] [packet-length operator
packet-length value] [log | log-input] • IPv6オプションヘッダーおよび任意の上位層プロト

コルタイプ情報に基づいて IPv6トラフィックをフィ

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ipv4-acl)# 10

ルタリングする方法の詳細については、deny（IPv6）
コマンドおよび permit（IPv6）コマンドを参照して
ください。

permit 172.16.0.0 0.0.255.255
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ipv4-acl)# 20
deny 192.168.34.0 0.0.0.255 どの IPv6アクセスリストにも最後の一致条件と

して暗黙の deny ipv6 any anyステートメントが
あります。 1つの IPv6アクセスリストには、暗
黙の deny ipv6 any anyステートメントを有効に
するために少なくとも 1つのエントリが含まれ
る必要があります。

（注）
または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ipv6-acl)# 20
permit icmp any any
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ipv6-acl)# 30
deny tcp any any gt 5000

アクセスリストは変更できます。必要に応じてステップ 6を繰り返し、シーケン
ス番号順にステートメントを追加します。エン

ステッ

プ 7   
トリを削除するには、no sequence-numberコマン
ドを使用します。

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 8   
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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
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、コンフィギュレーまたは

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

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。

リダイレクションに対する HTTP の宛先の識別：例
configure
ipv4 access-list <redirect-acl>
10 permit tcp any any syn eq www
20 permit tcp any any ack eq www
30 permit tcp any any eq www
ipv4 access-group <allow-acl>
10 permit tcp any 10.1.1.0 0.0.0.255 eq www
20 permit tcp any 20.1.1.0 0.0.0.255 eq www
30 permit tcp any 30.1.1.0 0.0.0.255 eq www
40 permit udp any any eq domain

!
!
!
end

configure
ipv6 access-list <redirect-acl>
10 permit tcp any any syn eq www
20 permit tcp any any ack eq www
30 permit tcp any any eq www
ipv6 access-group <allow-acl>
10 permit tcp any 10.1.1.0 0.0.0.255 eq www
20 permit tcp any 20.1.1.0 0.0.0.255 eq www
30 permit tcp any 30.1.1.0 0.0.0.255 eq www
40 permit udp any any eq domain

!
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!
!
end

HTTP リダイレクションのクラスマップの設定
HTTPリダイレクションのクラスマップを設定するには、次の作業を実行します。以前に定義し
た ACLを使用します。

はじめる前に

リダイレクションに対する HTTPの宛先の識別, （62ページ）で説明される設定手順は、HTTPR
クラスマップの設定を実行する前に完了する必要があります。

手順の概要

1. configure
2. class-map type traffic match-all open-garden-class_name
3. match [not] access-group{ipv4 | ipv6} open_garden_acl
4. end-class-map
5. class-map type traffic match-all http_redirect-class_name
6. match [not] access-group {ipv4 | ipv6} redirect_acl
7. end-class-map
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   

トラフィッククラスと、パケットをオープンガー

デンクラスのクラスに一致させる関連ルールを定義

します。

class-map type trafficmatch-all open-garden-class_name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# class-map type
traffic match-all CL1

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

指定したアクセスコントロールリスト（ACL）番
号をクラスマップの一致基準として識別します。

match [not] access-group{ipv4 | ipv6} open_garden_acl

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-cmap)# match not
access-group ipv4 open_garden_acl

ステップ 3   

この手順で提供されるリダイレクト ACL
名は、前提条件で説明された設定手順で設

定された名前です。

（注）

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-cmap)# match not
access-group ipv6 open_garden_acl

クラスの一致基準の設定を終了し、クラスマップ

コンフィギュレーションモードを終了します。

end-class-map

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-cmap)# end-class-map

ステップ 4   

トラフィッククラスと、パケットをオープンガー

デンクラスのクラスに一致させる関連ルールを定義

します。

class-map type trafficmatch-all http_redirect-class_name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# class-map type
traffic match-all RCL1

ステップ 5   

指定したアクセスコントロールリスト（ACL）番
号をクラスマップの一致基準として識別します。

match [not] access-group {ipv4 | ipv6} redirect_acl

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-cmap)# match not
access-group ipv4 redirect-acl

ステップ 6   

この手順で提供されるリダイレクト ACL
名は、前提条件で説明された設定手順で設

定された名前です。

（注）

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-cmap)# match not
access-group ipv6 redirect-acl

クラスの一致基準の設定を終了し、クラスマップ

コンフィギュレーションモードを終了します。

end-class-map

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-cmap)# end-class-map

ステップ 7   

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
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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

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。

HTTP リダイレクションのクラスマップの設定：例

configure
class-map type traffic [match-any | match-all] <open-garden-class>
match [not] access-group ipv4 allow-acl
end-class-map

class-map type traffic [match-any | match-all] <http-redirect-class>
match [not] access-group ipv4 redirect-acl
end-class-map
!
!
!
end

configure
class-map type traffic [match-any | match-all] <open-garden-class>
match [not] access-group ipv6 allow-acl
end-class-map

class-map type traffic [match-any | match-all] <http-redirect-class>
match [not] access-group ipv6 redirect-acl
end-class-map
!
!
!
end

HTTP リダイレクトのポリシーマップの設定
HTTPリダイレクトのポリシーマップを設定するには、次の作業を実行します。
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はじめる前に

リダイレクションに対する HTTPの宛先の識別, （62ページ）およびHTTPリダイレクションの
クラスマップの設定, （67ページ）で説明される設定手順は、HTTPRのポリシーマップの設定
を実行する前に完了する必要があります。

手順の概要

1. configure
2. policy-map type pbr http-redirect_policy_name
3. class type traffic open_garden_class_name
4. transmit
5. class type traffic http_redirect-class_name
6. http-redirect redirect_url
7. class class-default
8. drop
9. end-policy-map
10. 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   

1つまたは複数のインターフェイスに接続して
サービスポリシーを指定できるポリシーベース

policy-map type pbr http-redirect_policy_name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# policy-map type pbr
RPL1

ステップ 2   

ルーティングタイプのポリシーマップを作成し

ます。

ポリシーを作成または変更するクラスの名前を指

定します。

class type traffic open_garden_class_name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pmap)# class type
traffic CL1

ステップ 3   

この手順で提供されるオープンガーデ

ンのACL名は、前提条件で説明された
設定手順で設定された名前です。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

元の宛先にパケットを転送します。transmit

例：

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

ステップ 4   

ポリシーを作成または変更するクラスの名前を指

定します。

class type traffic http_redirect-class_name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pmap)# class type
traffic RCL1

ステップ 5   

この手順で提供されるオープンガーデ

ンのACL名は、前提条件で説明された
設定手順で設定された名前です。

（注）

HTTP要求がリダイレクトされる必要があるURL
を指定します。

http-redirect redirect_url

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pmap-c)# http-redirect
redirect_url

ステップ 6   

ユーザ定義クラスでは使用できないデフォルト

クラスを設定します。

class class-default

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pmap)# class
class-default

ステップ 7   

パケットをドロップします。drop

例：

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

ステップ 8   

ポリシーマップの設定を終了し、ポリシーマッ

プコンフィギュレーションモードを終了します。

end-policy-map

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-cmap)# end-policy-map

ステップ 9   

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 10   

• 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。
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目的コマンドまたはアクション

◦ 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。

HTTP リダイレクトのポリシーマップの設定：例
configure
policy-map type pbr <http-redirect-policy>
class type traffic <open-garden-class>
transmit

!
class type traffic <http-redirect-class>
http-redirect <redirect-url>
!
class class-default
drop
!

end-policy-map
!
!
!
end

HTTPR ポリシーを適用するための動的なテンプレートの設定
加入者セッションにHTTPRポリシーを適用するための動的なテンプレートを設定するには、次の
作業を実行します。

はじめる前に

HTTPリダイレクトのポリシーマップの設定, （69ページ）で説明される設定手順は、以前定義
したポリシーマップを使用する動的なテンプレートを定義する前に完了する必要があります。
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動的なテンプレートにポリシーベースルーティングポリシーのみが含まれているため、Web
ログインの後に容易に非アクティブにできることを確認します。

（注）

手順の概要

1. configure
2. dynamic-template type ipsubscriber redirect_template_name
3. service-policy type pbr http-redirect-policy
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   

「ipsubscriber」タイプの動的なテンプレートを作成
します。

dynamic-template type ipsubscriber
redirect_template_name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# dynamic-template
type ipsubscriber RDL1

ステッ

プ 2   

以前の設定で作成されたポリシーマップ内の pbrタ
イプとしてサービスポリシーを適用します。

service-policy type pbr http-redirect-policy

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pmap)# service-policy
type pbr RPL1

ステッ

プ 3   

この手順で提供されるリダイレクトポリ

シー名は、前提条件で説明された設定手順

で設定された名前です。

（注）

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

end

• commit

例：

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

◦ 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。

◦ 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。

HTTPR ポリシーを適用するための動的なテンプレートの設定：例
configure
dynamic-template type ip <redirect-template>
service-policy type pbr <http-redirect-policy>
!
!

!
end

Web ログインの設定
Webログイン設定するには、次の作業を実行します。たとえば、タイマーは認証に許可される最
大時間を定義します。
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手順の概要

1. configure
2. class-map type control subscriber match-all classmap_name
3. match timer name
4. match authen-status authenticated
5. policy-map type control subscriber policymap_name
6. event session-start match-all
7. class type control subscriber class_name do-until-failure
8. sequence_number activate dynamic-template dt_name
9. sequence_number activate dynamic-template dt_name
10. sequence_number set-timer timer_name value
11. event account-logon match-all
12. class type control subscriber class_name do-until-failure
13. sequence_number authenticate aaa list default
14. sequence_number deactivate dynamic-templatedt_name
15. sequence_number stop-timer timer_name
16. event time-expiry match-all
17. class type control subscriber class_name do-all
18. sequence_number disconnect
19. 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   

match-all一致基準で加入者のコントロールクラスマッ
プを設定します。

class-map type control subscriber match-all
classmap_name

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# class-map
type control subscriber match-all
IP_UNATH_COND

ステップ 2   

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータブロードバンドネットワークゲートウェイ
コンフィギュレーションガイドリリース 4.3.x    

   OL-28375-01-J 75

加入者機能の設定

Web ログインの設定



目的コマンドまたはアクション

タイマーの詳細とともにクラスの一致基準を設定し

ます。

match timer name

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-cmap)# match
timer AUTH_TIMER

ステップ 3   

認証ステータスの詳細とともにクラスの一致基準を

設定します。

match authen-status authenticated

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-cmap)# match
timer AUTH_TIMER

ステップ 4   

加入者コントロールポリシーマップを設定します。policy-map type control subscriber
policymap_name

ステップ 5   

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# class-map
type control subscriber match-all
RULE_IP_WEBSESSION

一致したクラスのすべてを実行するセッションの開

始ポリシーイベントを設定します。

event session-start match-all

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pmap)# event
session-start match-all

ステップ 6   

加入者が一致するクラスを設定します。一致がある

と、障害が見つかるまですべてのアクションを実行

します。

class type control subscriber class_name
do-until-failure

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pmap-e)# class
type control subscriber class-default
do-until-failure

ステップ 7   

指定された動的なテンプレート名を使用して CLIで
ローカルに定義される動的なテンプレートをアクティ

ブ化します。

sequence_number activate dynamic-template
dt_name

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pmap-c)# 10
activate dynamic-template DEFUALT_IP_SERVICE

ステップ 8   

指定された動的なテンプレート名を使用して CLIで
ローカルに定義される動的なテンプレートをアクティ

ブ化します。

sequence_number activate dynamic-template
dt_name

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pmap-c)# 10
activate dynamic-template HTTP_REDIRECT

ステップ 9   

期限切れでルールを実行するようにタイマーを設定

します。分単位で指定されたタイマーの値の範囲は

0～ 4294967295です。

sequence_number set-timer timer_name value

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pmap-c)# 10
set-timer AUTH_TIMER 4567

ステップ 10   
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目的コマンドまたはアクション

一致したクラスのすべてを実行するアカウントログ

インポリシーイベントを設定します。

event account-logon match-all

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pmap)# event
session-start match-all

ステップ 11   

加入者が一致するクラスを設定します。一致がある

と、障害が見つかるまですべてのアクションを実行

します。

class type control subscriber class_name
do-until-failure

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pmap-e)# class
type control subscriber class-default
do-until-failure

ステップ 12   

デフォルトの AAA方式リストを指定し、認証しま
す。

sequence_number authenticate aaa list default

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pmap-c)# 10
authenticate aaa list default

ステップ 13   

期限切れになる前にタイマーをディセーブルにしま

す。

sequence_number deactivate
dynamic-templatedt_name

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pmap-c)# 10
deactivate dynamic-template HTTP_REDIRECT

ステップ 14   

期限切れになる前にタイマーをディセーブルにしま

す。

sequence_number stop-timer timer_name

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pmap-c)# 20
stop-timer AUTH_TIMER

ステップ 15   

一致したクラスのすべてを実行するタイマーの期限

切れポリシーイベントを設定します。

event time-expiry match-all

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pmap)# event
session-start match-all

ステップ 16   

加入者が一致する必要があるクラスを設定します。

一致があると、すべてのアクションを実行します。

class type control subscriber class_name do-all

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pmap-e)# class
type control subscriber IP_UNAUTH_COND
do-all

ステップ 17   

セッションを切断します。sequence_number disconnect

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pmap-c)# 10
disconnect

ステップ 18   

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 19   
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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
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。

Web ログインの設定：例

次の例では、クレデンシャルの認証Webポータルに HTTPリダイレクトされる IPセッションを
示します。正常な認証では、タイマーの設定は解除されます。それ以外の場合は、タイマーウィ

ンドウが期限切れになったときに加入者が切断します。

class-map type control subscriber match-all IP_UNAUTH_COND
match timer AUTH_TIMER
match authen-status unauthenticated

policy-map type control subscriber RULE_IP_WEBSESSION
event session-start match-all

class type control subscriber class-default do-until-failure
10 activate dynamic-template DEFAULT_IP_SERVICE
20 activate dynamic-template HTTP_REDIRECT
30 set-timer AUTH_TIMER 5

event account-logon match-all
class type control subscriber class-default do-until-failure

10 authenticate aaa list default
15 deactivate dynamic-template HTTP_REDIRECT
20 stop-timer AUTH_TIMER
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event timer-expiry match-all
class type control subscriber IP_UNAUTH_COND do-all

10 disconnect

その他の関連資料
ここでは、BNGの加入者機能の実装に関連する参考資料を示します。

MIB

MIB のリンクMIB

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

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

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.htmlシスコのサポートWebサイトでは、シスコの
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー

ティングにお役立ていただけるように、マニュ

アルやツールをはじめとする豊富なオンライン

リソースを提供しています。

お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を

入手するために、CiscoNotificationService（Field
Noticeからアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。

シスコのサポートWebサイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.comのユーザ IDおよびパ
スワードが必要です。
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