
HSRP コマンド

この章では、ホットスタンバイルータプロトコル（HSRP）の設定およびモニタをする場合に使
用する Cisco IOS XRソフトウェアコマンドについて説明します。

HSRPの概念、設定作業、および例の詳細については、『CiscoASR9000 Series Aggregation Services
Router IP Addresses and Services Configuration Guide』を参照してください。
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address（hsrp）
IPのホットスタンバイプロトコルをイネーブルにするには、HSRPグループサブモードでaddress
（hsrp）コマンドを使用します。 IPのホットスタンバイプロトコルをディセーブルにするには、
このコマンドの no形式を使用します。

address {learn| address}

no address {learn| address}

___________________
構文の説明

ピアから仮想 IPアドレスを学習します。learn

ホットスタンバイ IPアドレス。address

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード HSRPグループサブモード

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが導入されました。リリース 4.2.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みhsrp
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___________________
例 次に、グループをイネーブルにして、受信されたHSRP制御パケットからプライマリ仮想 IPv4ア

ドレスを学習する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router hsrp
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp)# interface tenGigE 0/4/0/4
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp-if)# address-family ipv4
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp-ipv4)# hsrp 1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp-gp)# address learn
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp-gp)#

___________________
関連コマンド

説明コマンド

仮想ルータのセカンダリ仮想 IPv4アドレスを
設定します。

address secondary（hsrp）, （5ページ）
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address secondary（hsrp）
仮想ルータのセカンダリ仮想 IPv4アドレスを設定するには、ホットスタンバイルータプロトコ
ル（HSRP）仮想ルータサブモードで address secondaryコマンドを使用します。仮想ルータのセ
カンダリ仮想 IPv4アドレスの設定を解除するには、このコマンドの no形式を使用します。

address address secondary

no address address secondary

___________________
構文の説明

セカンダリ HSRP IPアドレスを設定します。secondary

HSRP IPv4アドレス。address

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード HSRP仮想ルータ

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが導入されました。リリース 4.2.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みhsrp

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マンドリファ
レンスリリース 4.2    

   OL-26072-01-J 5

HSRP コマンド
address secondary（hsrp）



___________________
例 次に、仮想ルータのセカンダリ仮想 IPv4アドレスを設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router hsrp
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp)# interface tenGigE 0/4/0/4
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp-if)# address-family ipv4
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp-ipv4)# hsrp 3
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp-gp)# address 10.20.30.1 secondary
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp-gp)#

___________________
関連コマンド

説明コマンド

IPのホットスタンバイプロトコルをイネーブ
ルにします。

address（hsrp）, （3ページ）
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authentication（hsrp）
ホットスタンバイルータプロトコル（HSRP）の認証文字列を設定するには、HSRPグループサ
ブモードで hsrp authenticationコマンドを使用します。認証文字列を削除するには、このコマン
ドの no形式を使用します。

authentication string

no authentication [ string ]

___________________
構文の説明

認証文字列。文字列は最大 8文字の長さにすることができます。デフォルト
は「cisco」です。

string

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの認証文字列は「cisco」です。

___________________
コマンドモード HSRPグループサブモード

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが導入されました。このコマンドは、hsrp
authenticationコマンドを置き換えます。

リリース 4.2.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

認証ストリングはすべての HSRPメッセージで暗号化されずに送信されます。同じ認証文字列
は、LAN上のすべてのルータおよびアクセスサーバで相互運用できるように設定する必要があり
ます。認証の不一致が発生すると、HSRPによって設定された他のルータから、指定されたホッ
トスタンバイ IPアドレスおよびホットスタンバイタイマー値を学習できません。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みhsrp
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___________________
例 次に、tenGigEインターフェイス 0/4/0/4のグループ 1のホットスタンバイルータを相互運用させ

るために必要な認証文字列として「company1」を設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router hsrp
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp)# interface tenGigE 0/4/0/4
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp-if)# address-family ipv4
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp-ipv4)# hsrp 1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp-gp)# authentication company1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp-gp)#

___________________
関連コマンド

説明コマンド

HSRP情報を表示します。show hsrp, （54ページ）
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bfd fast-detect（hsrp）
HSRPインターフェイスで双方向フォワーディング（BFD）高速検出をイネーブルにするには、
HSRPグループサブモードで hsrp bfd fast-detectコマンドを使用します。これにより、HSRPルー
タとそのピアの間にBFDセッションが作成されます。HSRPがバックアップ状態のときにセッショ
ンがダウンすると、HSRPフェールオーバーが開始されます。 BFD高速検出をディセーブルにす
るには、このコマンドの no形式を使用します。

bfd fast detect [peer ipv4 ipv4-address interface-type interface-path-id]

no bfd fast-detect

___________________
構文の説明 BFDピアインターフェイスの IPv4アドレス。peer ipv4ipv4-address

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスの

リストを表示するには、show interfacesコマンドを使用しま
す。

（注）

ルータの構文の詳細については、疑問符（?）を使用してオンライン
ヘルプを参照してください。

interface-type
interface-path-id

___________________
コマンドデフォルト BFDはディセーブルです。

___________________
コマンドモード HSRPグループサブモード

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが導入されました。このコマンドは、hsrp bfd-fast
detectコマンドを置き換えます。

リリース 4.2.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みhsrp

___________________
例 次に、bfd fast-detectをイネーブルにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router hsrp
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp)# interface tenGigE 0/4/0/4
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp-if)# address-family ipv4
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp-ipv4)# hsrp 1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp-gp)# bfd fast-detect
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp-gp)#

___________________
関連コマンド

説明コマンド

BFDの乗数値を設定します。hsrp bfd multiplier, （19ページ）

BFDの最小間隔を特定のインターフェイス上の
すべてのHSRPBFDセッションで使用するよう
設定します。

hsrp bfd minimum-interval, （17ページ）
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clear hsrp statistics
ホットスタンバイルーティングプロトコル（HSRP）の統計情報をゼロにリセットするには、
EXECモードで clear hsrp statisticsコマンドを使用します。

clear hsrp statistics [interface interface-path-id group]

___________________
構文の説明

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリス

トを表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータの構文の詳細については、疑問符（?）を使用してオンラインヘ
ルプを参照してください。

interface
interface-path-id

グループ番号。group

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが導入されました。リリース 4.2.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みhsrp
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___________________
例 次に、clear hsrp statisticsコマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# clear hsrp statistics

___________________
関連コマンド

説明コマンド

HSRP情報を表示します。show hsrp, （54ページ）

   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マンドリ
ファレンスリリース 4.2

12 OL-26072-01-J  

HSRP コマンド
clear hsrp statistics



hsrp authentication
ホットスタンバイルータプロトコル（HSRP）の認証文字列を設定するには、HSRPインターフェ
イスコンフィギュレーションモードで hsrp authenticationコマンドを使用します。認証文字列を
削除するには、このコマンドの no形式を使用します。

hsrp [ group-number ] authentication string

no hsrp [ group-number ] authentication [ string ]

___________________
構文の説明

（任意）この認証ストリングを適用するインターフェイス上のグループ

番号。デフォルトは 0です。
group-number

認証文字列。文字列は最大 8文字の長さにすることができます。デフォ
ルトは「cisco」です。

string

___________________
コマンドデフォルト デフォルトのグループ番号は 0です。

デフォルトの認証文字列は「cisco」です。

___________________
コマンドモード HSRPインターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが導入されました。リリース 3.7.2

このコマンドはすでに廃止されています。このコマンドは、

authentication hsrpコマンドに置き換えられました。
リリース 4.2.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

認証ストリングはすべての HSRPメッセージで暗号化されずに送信されます。同じ認証文字列
は、LAN上のすべてのルータおよびアクセスサーバで相互運用できるように設定する必要があり
ます。認証の不一致が発生すると、HSRPによって設定された他のルータから、指定されたホッ
トスタンバイ IPアドレスおよびホットスタンバイタイマー値を学習できません。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みhsrp

___________________
例 次に、10ギガビットイーサネットインターフェイス 0/2/0/1のグループ 1のホットスタンバイ

ルータを相互運用させるために必要な認証文字列として「company1」を設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router hsrp
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp)# interface TenGigE 0/2/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp-if)# hsrp 1 authentication company1

___________________
関連コマンド

説明コマンド

HSRP情報を表示します。show hsrp, （54ページ）
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hsrp bfd fast-detect
HSRPインターフェイスで双方向フォワーディング（BFD）高速検出をイネーブルにするには、
HSRPインターフェイスコンフィギュレーションモードで hsrp bfd fast-detectコマンドを使用し
ます。これにより、HSRPルータとそのピアの間にBFDセッションが作成されます。HSRPがバッ
クアップ状態のときにセッションがダウンすると、HSRPフェールオーバーが開始されます。BFD
高速検出をディセーブルにするには、このコマンドの no形式を使用します。

hsrp [group number] bfd fast-detect

no hsrp [group number] bfd fast-detect

___________________
構文の説明

（任意）HSRPグループ番号。範囲は 0～ 255です。group number

___________________
コマンドデフォルト BFDはディセーブルです。

___________________
コマンドモード HSRPインターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが導入されました。リリース 3.9.0

このコマンドはすでに廃止されています。このコマンドは、bfd
fast-detect（hsrp）コマンドに置き換えられました。

リリース 4.2.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みhsrp
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___________________
例 次に、bfd fast-detectをイネーブルにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router hsrp
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp)# interface gig 0/1/1/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp-if)# hsrp 1 bfd fast-detect

___________________
関連コマンド

説明コマンド

BFDの乗数値を設定します。hsrp bfd multiplier, （19ページ）
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hsrp bfd minimum-interval
BFDの最小間隔を特定のインターフェイス上のすべてのHSRP BFDセッションで使用するように
設定するには、インターフェイスコンフィギュレーションモードで showhsrpbfdminimum-interval
コマンドを使用します。設定した最小期間を削除し、デフォルトの期間に設定するには、このコ

マンドの no形式を使用します。

hsrp bfd minimum-interval interval

no hsrp bfd minimum-interval interval

___________________
構文の説明

ミリ秒単位で最小間隔を指定します。範囲は 15～ 30000です。interval

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの最小間隔は 15ミリ秒です。

___________________
コマンドモード HSRPインターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが導入されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

最小間隔は BFDピアに BFDパケットを送信する頻度を決定します。これはセッションに送信さ
れる連続的な BFDパケット間の時間です。最小間隔はミリ秒単位で指定します。設定された最
小間隔は、インターフェイス上のすべての BFDセッションに適用されます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みhsrp
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___________________
例 次に、100ミリ秒の最小間隔を設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router hsrp
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp)# interface gig 0/1/1/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp-if)# hsrp bfd minimum-interval 100

___________________
関連コマンド

説明コマンド

HSRPインターフェイスで BFD fast-detectionを
イネーブルにします。

hsrp bfd fast-detect, （15ページ）

BFDの乗数値を設定します。hsrp bfd multiplier, （19ページ）
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hsrp bfd multiplier
BFD乗数値を設定するには、インターフェイスコンフィギュレーションモードでhsrpbfdmultiplier
コマンドを使用します。設定した乗数値を削除し、乗数値をデフォルト値に設定するには、この

コマンドの no形式を使用します。

hsrp bfd multiplier multiplier

no hsrp bfd multiplier multiplier

___________________
構文の説明 BFD乗数値を指定します。範囲は 2～ 50です。multiplier

___________________
コマンドデフォルト デフォルト値は 3です。

___________________
コマンドモード HSRPインターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが導入されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

乗数値によって、期待どおりに受信していない場合に BFDセッションがダウンする連続 BFDパ
ケットの数が指定されます。BFD乗数値は、インターフェイス上に設定されたすべてのBFDセッ
ションに適用されます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みhsrp
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___________________
例 次に、乗数値 10を使用して BFD乗数値を設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router hsrp
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp)# interface gig 0/1/1/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp-if)# hsrp bfd multiplier 10

___________________
関連コマンド

説明コマンド

HSRPインターフェイスで BFD fast-detectionを
イネーブルにします。

hsrp bfd fast-detect, （15ページ）
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hsrp delay
ホットスタンバイルータプロトコル（HSRP）のアクティベーション遅延を設定するには、HSRP
インターフェイスコンフィギュレーションモードでhsrp delayコマンドを使用します。アクティ
ベーション遅延を削除するには、このコマンドの no形式を使用します。

hsrp delay minimum value reload value

no hsrp delay

___________________
構文の説明

すべてのインターフェイス起動イベントの最小遅延（秒単位）を設定

します。範囲は 0～ 10000です。
minimum value

最初のインターフェイス起動イベントのリロード遅延（秒単位）を設

定します。範囲は 0～ 10000です。
reload value

___________________
コマンドデフォルト minimum value：1

reload value：5

___________________
コマンドモード HSRPインターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが導入されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

hsrp delayコマンドは、インターフェイス起動イベントで HSRP有限状態マシン（FSM）の開始
を遅らせて、インターフェイスがトラフィックを通過する準備を整えます。これにより、helloパ
ケットの損失によるエラー状態にならないようにします。最小遅延はすべてのインターフェイス

起動イベントに適用され、リロード遅延は最初のインターフェイスイベントに適用されます。

この機能をオフにするには、ゼロの値を明示的に設定する必要があります。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みhsrp

___________________
例 次に、最小遅延を 10秒にしてリロード遅延を 100秒にする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router hsrp
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp)# interface mgmtEth 0/RP0/CPU0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp-if)# hsrp delay minimum 10 reload 100

___________________
関連コマンド

説明コマンド

HSRP情報を表示します。show hsrp, （54ページ）
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hsrp ipv4
ホットスタンバイルータプロトコル（HSRP）をアクティブにするには、HSRPインターフェイ
スコンフィギュレーションモードで hsrp ipv4コマンドを使用します。 HSRPをディセーブルに
設定にするには、このコマンドの no形式を使用します。

hsrp [ group-number ] ipv4 [ip-address [secondary]]

no hsrp [ group-number ] ipv4 [ip-address [secondary]]

___________________
構文の説明

（任意）HSRPをアクティブ化するインターフェイスのグループ番号。範
囲は 0～ 255です。デフォルトは 0です。

group-number

（任意）ホットスタンバイルータインターフェイスの IPアドレス。ip-address

（任意）IPアドレスがセカンダリホットスタンバイルータインターフェ
イスであることを指定します。プライマリおよびセカンダリアドレスを持

つインターフェイスで有効であり、プライマリおよびセカンダリ HSRPア
ドレスを設定できます。

secondary

___________________
コマンドデフォルト group-number：0

HSRPはデフォルトでディセーブルになっています。

___________________
コマンドモード HSRPインターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが導入されました。リリース 3.9

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

hsrp ipv4コマンドは、設定されているインターフェイスでHSRPをアクティブ化します。 IPアド
レスを指定した場合は、IPアドレスがホットスタンバイグループの指定アドレスとして使用され
ます。 IPアドレスが指定されていない場合、仮想アドレスはアクティブルータから学習されま
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す。HSRPが指定ルータを選択するには、ホットスタンバイグループで少なくとも 1つのルート
に代表アドレスを設定、または取得する必要があります。アクティブルータ上の指定アドレスを

設定すると、常に現在使用されている指定アドレスが上書きされます。

hsrp ipv4コマンドがインターフェイスでイネーブルに設定されている場合、プロキシアドレス解
決プロトコル（ARP）要求の処理方法が変更されます（プロキシARPがディセーブルに設定され
ていない場合）。ホットスタンバイステートグループが設定されているか、または指定アドレ

スを学習した場合、プロキシ ARP要求は、ホットスタンバイグループのMACアドレスを使用
して応答されます。その他の場合、プロキシ ARP要求は停止されます。

インターフェイスにセカンダリ IPアドレスが設定され、これらのアドレスのネットワークに冗長
性が提供される必要がある場合、セカンダリホットスタンバイルータの IPアドレスを設定する
必要があります。

プライマリアドレスはセカンダリアドレスの前に設定する必要があります。同様に、セカンダ

リアドレスはプライマリアドレスを設定解除する前に設定解除する必要があります。nohsrp ipv4
コマンドを使用して、すべての IPアドレスの設定を解除できます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みhsrp

___________________
例 次に、10ギガビットイーサネットインターフェイス 0/2/0/1上でグループ 1用のHSRPをアクティ

ブにする例を示します。ホットスタンバイグループで使用される IPアドレスは、HSRPを使用
して学習されます。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router hsrp
RP/0/RSP0/CPU0:routerrouter(config-hsrp)# interface TenGigE 0/2/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp-if)# hsrp 1 ipv4

___________________
関連コマンド

説明コマンド

HSRPがインターフェイスで設定されるときに
送信される ICMPリダイレクトメッセージを設
定します。

hsrp redirects, （32ページ）

HSRP情報を表示します。show hsrp, （54ページ）
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hsrp mac-address
ホットスタンバイルータプロトコル（HSRP）のMACアドレスを指定するには、HSRPインター
フェイスコンフィギュレーションモードで hsrp mac-addressコマンドを使用します。標準の仮
想MACアドレス（0000.0C07.ACn）に戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

hsrp [ group-number ] mac-address address

no hsrp [ group-number ] mac-address

___________________
構文の説明

（任意）HSRPをアクティブ化するインターフェイスのグループ番
号。デフォルトは 0です。

group-number

MACアドレス。address

___________________
コマンドデフォルト group-number：0

このコマンドが設定されておらず、hsrp use-biaコマンドが設定されていない場合、標準の仮想
MACアドレスの 0000.0C07.ACnが使用されます。nは 16進数のグループ番号です。このアドレ
スは RFC 2281『Cisco Hot Standby Router Protocol (HSRP)』で指定されています。

___________________
コマンドモード HSRPインターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが導入されました。リリース 3.9

このコマンドはすでに廃止されています。このコマンドは、

mac-address hsrpコマンドに置き換えられました。
リリース 4.2.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

hsrpmac-addressコマンドは、ファーストホップの冗長性が仮想MACアドレスを使用できること
に基づいており、イーサネットスイッチに接続されている PCのファーストホップアドレスを変
更できない IBMネットワーキング環境を除き、推奨されません。
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HSRPを使用すると、エンドステーションで IPルーティングのファーストホップゲートウェイを
見つけるのに役立ちます。エンドステーションは、デフォルトゲートウェイで設定されます。

ただし、HSRPはその他のプロトコルにファーストホップの冗長性を提供できます。拡張分散ネッ
トワーク機能（APPN）などの一部のプロトコルでは、MACアドレスを使用して、ルーティング
のためのファーストホップを特定します。この際、多くの場合で仮想MACアドレスを指定する
必要があります。仮想 IPアドレスは、これらのプロトコルには重要ではありません。

仮想MACアドレスを指定するには、hsrpmac-addressコマンドを使用します。ルータがアクティ
ブな場合、指定されたMACアドレスが仮想MACアドレスとして使用されます。このコマンド
は、特定の APPN設定を対象としています。

次の表に、APPNと IPのパラレルな用語を示します。

表 1：APPN と IP のパラレルな用語

IPAPPN

ホストエンドノード

ルータまたはゲートウェイネットワークノード

APPNネットワークでは、エンドノードは隣接するネットワークノードのMACアドレスを使
用して設定されていることがほとんどです。仮想MACアドレスをエンドノードで使用され
る値に設定するには、ルータで hsrp mac-addressコマンドを使用します。

（注）

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みhsrp

___________________
例 ネットワークノードのMACアドレスとして 4000.1000.1060を使用するようにエンドノードが設

定されている場合、仮想MACアドレスを設定するコマンドは次のとおりです。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router hsrp
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp)# interface TenGigE 0/2/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp-if)# hsrp 5 mac-address 4000.1000.1060
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___________________
関連コマンド

説明コマンド

HSRPを、割り当て済みのMACアドレスの代
わりに仮想MACアドレスとしてインターフェ
イスのバーンドインアドレスを使用するよう設

定します。

hsrp use-bia, （40ページ）

HSRP情報を表示します。show hsrp, （54ページ）
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hsrp preempt
ホットスタンバイルータプロトコル（HSRP）プリエンプションおよびプリエンプションの遅延
を設定するには、HSRPインターフェイスコンフィギュレーションモードで hsrp preemptコマン
ドを使用します。デフォルト値に戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

hsrp [ group-number ] preempt [delay seconds]

no hsrp [ group-number ] preempt [delay seconds]

___________________
構文の説明

（任意）このコマンドの他の引数を適用するインターフェイス上のグルー

プ番号。デフォルトは 0です。
group-number

（任意）時間（秒単位）。 seconds引数によって、指定されたプリエンプ
ションの遅延の seconds値の間、ローカルルータによるアクティブな役割
の引き継ぎが延期されます。範囲は 0～ 3600秒（1時間）です。デフォ
ルトは 0秒（遅延なし）です。

delay seconds

___________________
コマンドデフォルト group-number：0

seconds：0秒（ルータがプリエンプション処理する場合、ただちに実行されます）

___________________
コマンドモード HSRPインターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが導入されました。リリース 3.9

このコマンドはすでに廃止されています。このコマンドは、

preempt hsrpコマンドに置き換えられました。
リリース 4.2.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

hsrp preemptコマンドが設定されると、ホットスタンバイプライオリティが現在のアクティブ
ルータよりも高い場合、ローカルルータはアクティブルータとして制御を行います。hsrppreempt
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コマンドが設定されていない場合、ローカルルータは、他にアクティブ状態のルータがない場合

にのみ、アクティブルータとして制御を行います。

ルータが最初に起動したとき、ルータのルーティングテーブルは完全ではありません。 HSRPが
プリエンプション処理するように設定されている場合、ローカル HSRPグループがアクティブ
ルータになりますが、適切なルーティングサービスを提供できません。この問題は、プリエンプ

ション処理を行うルータが実際に現在のアクティブルータをプリエンプション処理する前に、遅

延の設定によって解決できます。

preempt delay seconds値は、現在、アクティブ状態のルータがない場合は適用されません。この場
合、ローカルルータは、preempt delay secondsの値に関係なく適切なタイムアウト（hsrp timers
コマンドを参照）後にアクティブになります。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みhsrp

___________________
例 次の例では、アクティブルータをプリエンプション処理する前に、プリエンプション処理する必

要があることを決定してからルータが 300秒（5分）待機します。アクティブルータがない場合
は、遅延が設定されている場合でも、ルータがより短い期間でアクティブルータになる可能性が

あります。アクティブルータのプリエンプション処理だけが延期されます。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router hsrp
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp)# interface TenGigE 0/2/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp-if)# hsrp ipv4 172.19.108.254
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp-if)# hsrp preempt delay 300

___________________
関連コマンド

説明コマンド

HSRPプライオリティを設定します。hsrp priority, （30ページ）

ホットスタンバイプライオリティが他のイン

ターフェイスの可用性に基づいて変化するよう

に、インターフェイスを設定します。

hsrp track, （37ページ）

HSRP情報を表示します。show hsrp, （54ページ）
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hsrp priority
ホットスタンバイルータプロトコル（HSRP）のプライオリティを設定するには、HSRPインター
フェイスコンフィギュレーションモードで hsrp priorityコマンドを使用します。デフォルト値
に戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

hsrp [ group-number ] priority priority

no hsrp [ group-number ] priority priority

___________________
構文の説明

（任意）プライオリティが適用されるインターフェイス上のグループ番

号。デフォルトは 0です。
group-number

使用可能なホットスタンバイルータにプライオリティを設定するプライ

オリティ値。範囲は 1～ 255です。デフォルトは 100です。
priority

___________________
コマンドデフォルト group-number：0

priority：100

___________________
コマンドモード HSRPインターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドがサポート対象になりました。リリース 3.9

このコマンドはすでに廃止されています。このコマンドは、

preempt hsrpコマンドに置き換えられました。
リリース 4.2.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

割り当てられたプライオリティは、アクティブルータとスタンバイルータを選択するために使用

されます。プリエンプションがイネーブルの場合は、プライオリティが最高のルータが指定され

たアクティブルータになります。プライオリティが等しい場合、インターフェイスの IPアドレ
スが比較され、大きい IPアドレスを持つインターフェイスが優先されます。
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インターフェイスがhsrptrackコマンドによって設定されている場合、デバイス上の別のインター
フェイスがダウンすると、デバイスのプライオリティが動的に変更されることもあります。

プリエンプションがイネーブルでない場合、ルータは、他の HSRPルータよりもプライオリティ
が高い場合でもアクティブになっていない可能性があります。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みhsrp

___________________
例 次の例では、ルータのプライオリティが 120です。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router hsrp
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp)# interface TenGigE 0/2/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp-if)# hsrp ipv4 172.19.108.254
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp-if)# hsrp priority 120

___________________
関連コマンド

説明コマンド

HSRPプリエンプションとプリエンプション遅
延を設定します。

hsrp preempt, （28ページ）

ホットスタンバイプライオリティが他のイン

ターフェイスの可用性に基づいて変化するよう

に、インターフェイスを設定します。

hsrp track, （37ページ）

HSRP情報を表示します。show hsrp, （54ページ）
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hsrp redirects
ホットスタンバイルータプロトコル（HSRP）がインターフェイスで設定されているときに送信
されるインターネット制御メッセージプロトコル（ICMP）リダイレクトメッセージを設定する
には、HSRPインターフェイスコンフィギュレーションモードで hsrp redirectsコマンドを使用
します。 ICMPメッセージがイネーブルになっているデフォルトに戻すには、このコマンドの no
形式を使用します。

hsrp redirects disable

no hsrp redirects disable

___________________
構文の説明 HSRPで設定されるインターフェイス上の ICMPリダイレクトメッセージの

フィルタリングをディセーブルにします。

disable

___________________
コマンドデフォルト HSRP ICMPリダイレクトはデフォルトでイネーブルです。

___________________
コマンドモード HSRPインターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが導入されました。リリース 3.9

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

hsrp redirectsコマンドはインターフェイス単位で設定できます。インターフェイス上で最初に
HSRPを設定する場合、このインターフェイスの設定ではグローバル値を継承します。hsrpredirects
コマンドがイネーブルになっている場合、リダイレクトパケットのネクストホップアドレスの実

際の IPアドレスを仮想 IPアドレス（このアドレスが HSRPに認識されている場合）に置き換え
ることによって、ICMPリダイレクトメッセージがフィルタリングされます。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みhsrp

___________________
例 次に、10ギガビットイーサネットインターフェイス 0/2/0/1上で HSRPがリダイレクトメッセー

ジをフィルタリングできるようにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router hsrp
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp)# interface TenGigE 0/2/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp-if)# hsrp 1 ipv4 172.16.0.1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp-if)# hsrp redirects disable

___________________
関連コマンド

説明コマンド

HSRP情報を表示します。show hsrp, （54ページ）
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hsrp timers
helloパケット間の時間と他のルータがアクティブホットスタンバイまたはスタンバイルータの
ダウンを宣言するまでの時間を設定するには、HSRPインターフェイスコンフィギュレーション
モードでhsrp timersコマンドを使用します。タイマーをデフォルト値に戻すには、このコマンド
の no形式を使用します。

hsrp [ group-number ] timers {hello-seconds|msec hello-milliseconds} {hold-seconds|msec hold-milliseconds}

no hsrp [ group-number ] timers

___________________
構文の説明

（任意）タイマーが適用されるインターフェイス上のグループ番

号。デフォルトは 0です。
group-number

秒単位の hello間隔。範囲は 1～ 255です。デフォルト値は 3秒で
す。

hello-seconds

ミリ秒単位の hello間隔。範囲は 100～ 3000ミリ秒です。msec hello-milliseconds

アクティブまたはスタンバイルータがダウンを宣言されるまでの時

間（秒）。範囲は 1～ 255です。デフォルト値は 10秒です。
hold-seconds

アクティブまたはスタンバイルータがダウンを宣言されるまでの時

間（ミリ秒）。範囲は 100～ 3000ミリ秒です。
msec hold-milliseconds

___________________
コマンドデフォルト group-number：0

hello seconds：3秒（msecキーワードが指定されている場合、デフォルト値はありません）

hold-seconds：10秒（msecキーワードが指定されている場合、デフォルト値はありません）

___________________
コマンドモード HSRPインターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが導入されました。リリース 3.2

このコマンドはすでに廃止されています。このコマンドは、

preempt hsrpコマンドに置き換えられました。
リリース 4.2.0
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___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

非アクティブルータは、ミリ秒のタイマー値が使用されていない場合、アクティブルータのタイ

マー値を学習します。ミリ秒のタイマー値が使用されている場合は、すべてのルータはミリ秒の

タイマー値を使用して設定されていなければなりません。このルールは、hello時間とホールド時
間のどちらかがミリ秒単位で指定されている場合に当てはまります。

アクティブルータに設定されたタイマーは、常に他のタイマー設定よりも優先されます。ホット

スタンバイグループのすべてのルータで、同じタイマー値を使用する必要があります。通常、

ホールドタイムは helloタイムの 3倍以上となります（holdtime > 3 * hellotime）。

helloタイムを秒単位またはミリ秒単位のいずれにするかに応じて、hello-seconds引数またはmsec
キーワードおよび hello-milliseconds引数を指定する必要があります。また、ホールドタイムを秒
単位またはミリ秒単位のいずれにするかに応じて、hold-seconds引数または msecキーワードおよ
び hold-milliseconds引数を指定する必要があります。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みhsrp

___________________
例 次に、10ギガビットイーサネットインターフェイス 0/2/0/1上のグループ番号 1に対して、hello

パケットの間隔を 5秒に設定し、ルータがダウンしたと見なされるまでに時間を 15秒に設定する
例を示します。設定されたタイマー値は、ルータがアクティブである場合にのみ使用されます

（または、タイマー値が学習される前）。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router hsrp
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp)# interface TenGigE 0/2/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp-if)# hsrp 1 ipv4
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp-if)# hsrp 1 timers 5 15

次に、10ギガビットイーサネットインターフェイス 0/2/0/1上のグループ番号 1に対して、hello
パケットの間隔を 200ミリ秒に設定し、ルータがダウンしたと見なされるまでに時間を 1000ミリ
秒に設定する例を示します。ミリ秒が指定されているため、設定されたタイマー値は常に使用さ

れます。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router hsrp
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp)# interface TenGigE 0/2/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp-if)# hsrp 1 ipv4
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp-if)# hsrp 1 timers msec 200 msec 1000
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___________________
関連コマンド

説明コマンド

HSRP情報を表示します。show hsrp, （54ページ）
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hsrp track
ホットスタンバイプライオリティが他のインターフェイスのアベイラビリティに基づいて変更さ

れるようにインターフェイスを設定するには、HSRPインターフェイスコンフィギュレーション
モードで hsrp trackコマンドを使用します。トラッキングを削除するには、このコマンドの no
形式を使用します。

hsrp [ group-number ] track type interface-path-id [ priority-decrement ]

no hsrp [ group-number ] track type interface-path-id [ priority-decrement ]

___________________
構文の説明

（任意）トラッキングが適用されるインターフェイス上のグループ番号。

デフォルトは 0です。
group-number

インターフェイスのタイプ。詳細については、疑問符（?）オンラインヘ
ルプ機能を使用してください。

type

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリスト

を表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータの構文の詳細については、疑問符（?）を使用してオンラインヘル
プを参照してください。

interface-path-id

（任意）インターフェイスがダウンした（または復旧した）ときに、ルー

タのホットスタンバイプライオリティを減少（または増加）させる分量。

範囲は 1～ 255です。

priority-decrement

___________________
コマンドデフォルト group-number：0

priority-decrement：10

___________________
コマンドモード HSRPインターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが導入されました。リリース 3.9

このコマンドはすでに廃止されています。このコマンドは、

preempt hsrpコマンドに置き換えられました。
リリース 4.2.0
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___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

hsrp trackコマンドは、ホットスタンバイプライオリティを、そのインターフェイスのアベイラ
ビリティに結合します。これは、ホットスタンバイルータプロトコル（HSRP）用に設定されて
いないインターフェイスのトラッキングに役立ちます。 IPインターフェイスだけがトラッキング
されます。トラッキングされるインターフェイスは、そのインターフェイス上の IPが立ち上がる
と起動します。 IPが立ち上がらないと、トランキングされるインターフェイスはダウンします。

トラッキングされるインターフェイスがダウンすると、ホットスタンバイプライオリティは 10
減少します。インターフェイスがトラッキングされていなければ、ステートが変化した場合でも

ホットスタンバイプライオリティに影響することはありません。ホットスタンバイ用に設定さ

れたグループごとに、トラッキングするインターフェイスのリストを個別に設定できます。

オプションの priority-decrement引数は、トラッキングされるインターフェイスがダウンした場合
にホットスタンバイプライオリティがどれだけ下がるかを指定します。トラッキングされるイ

ンターフェイスが稼動状態に戻ると、プライオリティは同じ分だけ増加します。

トラッキング対象の複数のインターフェイスがダウンした場合、priority-decrementの値が設定さ
れていれば、設定されているプライオリティの減分値が累積されます。トラッキング対象のイン

ターフェイスがダウンした場合、どのオブジェクトにもプライオリティの減分値が設定されてい

なければ、デフォルトの減分値は 10で、累積されます。

hsrppreemptコマンドは、使用可能な最善のルータを使用してパケットを転送する場合に、グルー
プ内のすべてのルータでこのコマンドと組み合わせて使用する必要があります。 hsrp preemptコ
マンドが使用されていない場合、アクティブルータは他の HSRPルータの現在のプライオリティ
に関係なくアクティブになります。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みhsrp

___________________
例 次の例では、10ギガビットイーサネットインターフェイス 0/2/0/1がインターフェイス 0/1/0/1お

よび 0/3/0/1をトラッキングしています。これらの 2つのインターフェイスのいずれか、または両
方がダウンすると、ルータのホットスタンバイプライオリティが 10だけ減少します。デフォル
トのホットスタンバイプライオリティが 100であるため、トラッキングされるインターフェイス
のうちの 1つがダウンするとプライオリティが 90になり、両方のインターフェイスがダウンする
とプライオリティが 80になります。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router hsrp
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp)# interface TenGigE 0/2/0/1
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RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp-if)# hsrp track TenGigE 0/1/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp-if)# hsrp track TenGigE 0/3/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp-if)# hsrp preempt
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp-if)# hsrp ipv4 192.92.72.46

___________________
関連コマンド

説明コマンド

HSRPプリエンプションとプリエンプション遅
延を設定します。

hsrp preempt, （28ページ）

HSRPプライオリティを設定します。hsrp priority, （30ページ）

HSRP情報を表示します。show hsrp, （54ページ）
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hsrp use-bia
割り当て済みのMACアドレスまたは機能アドレスの代わりに、インターフェイスの Burned-In
Addressを仮想MACアドレスとして使用するようにホットスタンバイルータプロトコル（HSRP）
を設定するには、HSRPインターフェイスコンフィギュレーションモードで hsrp use-biaコマン
ドを使用します。デフォルトの仮想MACアドレスに戻すには、このコマンドの no形式を使用し
ます。

hsrp use-bia

no hsrp use-bia

___________________
コマンドデフォルト HSRPは、イーサネットで事前に割り当てられたMACアドレスを使用します。

___________________
コマンドモード HSRPインターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが導入されました。リリース 3.9

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

機能アドレスに設定された送信元ハードウェアアドレスでのアドレス解決プロトコル（ARP）応
答を拒否するデバイスがある場合、インターフェイスで hsrp use-biaコマンドを設定することを
お勧めします。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みhsrp
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___________________
例 次の例では、10ギガビットイーサネットインターフェイス 0/2/0/1の Burned-In Addressが、10ギ

ガビットイーサネットインターフェイス 0/1/0/1で設定されたすべてのホットスタンバイグルー
プの仮想 IPアドレスにマッピングされる仮想MACアドレスとなります。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router hsrp
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp)# interface TenGigE 0/2/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp-if)# hsrp use-bia

___________________
関連コマンド

説明コマンド

HSRPの仮想MACアドレスを指定します。hsrp mac-address, （25ページ）

HSRP情報を表示します。show hsrp, （54ページ）
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interface（HSRP）
ホットスタンバイルータプロトコル（HSRP）インターフェイスコンフィギュレーションコマン
ドモードをイネーブルにするには、ルータコンフィギュレーションモードで interfaceコマンド
を使用します。インターフェイスモードを終了するには、このコマンドのno形式を使用します。

interface type interface-path-id

no interface type interface-path-id

___________________
構文の説明

インターフェイスのタイプ。詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ
機能を使用してください。

type

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリストを

表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータの構文の詳細については、疑問符（?）を使用してオンラインヘルプを
参照してください。

interface-path-id

___________________
コマンドデフォルト HSRPはディセーブルです。

___________________
コマンドモード ルータ HSRPコンフィギュレーション

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

HSRPの設定に使用するすべてのコマンドは、HSRPインターフェイスコンフィギュレーション
モードで使用します。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みhsrp
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___________________
例 次に、10ギガビットイーサネットインターフェイス 0/2/0/1で HSRPインターフェイスコンフィ

ギュレーションモードをイネーブルにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router hsrp
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp)# interface TenGigE 0/2/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp-if)#

___________________
関連コマンド

説明コマンド

HSRPをイネーブルにします。router hsrp, （50ページ）
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mac-address（hsrp）
ホットスタンバイルータプロトコル（HSRP）のMACアドレスを指定するには、HSRPグループ
サブモードで hsrp mac-addressコマンドを使用します。標準の仮想MACアドレス
（0000.0C07.ACn）に戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

mac-address address

nomac-address

___________________
構文の説明 MACアドレス。address

___________________
コマンドデフォルト このコマンドが設定されておらず、hsrp use-biaコマンドが設定されていない場合、標準の仮想

MACアドレスの 0000.0C07.ACnが使用されます。nは 16進数のグループ番号です。このアドレ
スは RFC 2281『Cisco Hot Standby Router Protocol (HSRP)』で指定されています。

___________________
コマンドモード HSRPインターフェイスコンフィギュレーション

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

hsrpmac-addressコマンドは、ファーストホップの冗長性が仮想MACアドレスを使用できること
に基づいており、イーサネットスイッチに接続されている PCのファーストホップアドレスを変
更できない IBMネットワーキング環境を除き、推奨されません。

HSRPを使用すると、エンドステーションで IPルーティングのファーストホップゲートウェイを
見つけるのに役立ちます。エンドステーションは、デフォルトゲートウェイで設定されます。

ただし、HSRPはその他のプロトコルにファーストホップの冗長性を提供できます。拡張分散ネッ
トワーク機能（APPN）などの一部のプロトコルでは、MACアドレスを使用して、ルーティング
のためのファーストホップを特定します。この際、多くの場合で仮想MACアドレスを指定する
必要があります。仮想 IPアドレスは、これらのプロトコルには重要ではありません。

仮想MACアドレスを指定するには、hsrpmac-addressコマンドを使用します。ルータがアクティ
ブな場合、指定されたMACアドレスが仮想MACアドレスとして使用されます。このコマンド
は、特定の APPN設定を対象としています。

次の表に、APPNと IPのパラレルな用語を示します。
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表 2：APPN と IP のパラレルな用語

IPAPPN

ホストエンドノード

ルータまたはゲートウェイネットワークノード

APPNネットワークでは、エンドノードは隣接するネットワークノードのMACアドレスを使
用して設定されていることがほとんどです。仮想MACアドレスをエンドノードで使用され
る値に設定するには、ルータで hsrp mac-addressコマンドを使用します。

（注）

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みhsrp

___________________
例 ネットワークノードのMACアドレスとして 4000.1000.1060を使用するようにエンドノードが設

定されている場合、仮想MACアドレスを設定するコマンドは次のとおりです。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router hsrp
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp)# interface tenGigE 0/4/0/4
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp-if)# address-family ipv4
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp-ipv4)# hsrp 1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp-gp)# mac-address 4000.1000.1060
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp-gp)#

___________________
関連コマンド

説明コマンド

HSRPを、割り当て済みのMACアドレスの代
わりに仮想MACアドレスとしてインターフェ
イスのバーンドインアドレスを使用するよう設

定します。

hsrp use-bia, （40ページ）

HSRP情報を表示します。show hsrp, （54ページ）
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preempt（hsrp）
ホットスタンバイルータプロトコル（HSRP）プリエンプションおよびプリエンプションの遅延
を設定するには、HSRPグループサブモードで hsrp preemptコマンドを使用します。デフォルト
値に戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

preempt [delay seconds]

no preempt [delay seconds]

___________________
構文の説明

（任意）時間（秒単位）。 seconds引数によって、指定されたプリエンプショ
ンの遅延の seconds値の間、ローカルルータによるアクティブな役割の引き
継ぎが延期されます。値の範囲は 0～ 3600（1時間）です。デフォルトは 0
（遅延なし）です。

delay seconds

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの遅延は 0です。

___________________
コマンドモード HSRPグループサブモード

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが導入されました。このコマンドは、hsrppreempt
コマンドを置き換えました。

リリース 4.2.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

hsrp preemptコマンドが設定されると、ホットスタンバイプライオリティが現在のアクティブ
ルータよりも高い場合、ローカルルータはアクティブルータとして制御を行います。hsrppreempt
コマンドが設定されていない場合、ローカルルータは、他にアクティブ状態のルータがない場合

にのみ、アクティブルータとして制御を行います。

ルータが最初に起動したとき、ルータのルーティングテーブルは完全ではありません。 HSRPが
プリエンプション処理するように設定されている場合、ローカル HSRPグループがアクティブ
ルータになりますが、適切なルーティングサービスを提供できません。この問題は、プリエンプ
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ション処理を行うルータが実際に現在のアクティブルータをプリエンプション処理する前に、遅

延の設定によって解決できます。

preempt delay seconds値は、現在、アクティブ状態のルータがない場合は適用されません。この場
合、ローカルルータは、preempt delay secondsの値に関係なく適切なタイムアウト（hsrp timers
コマンドを参照）後にアクティブになります。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みhsrp

___________________
例 次の例では、アクティブルータをプリエンプション処理する前に、プリエンプション処理する必

要があることを決定してからルータが 300秒（5分）待機します。アクティブルータがない場合
は、遅延が設定されている場合でも、ルータがより短い期間でアクティブルータになる可能性が

あります。アクティブルータのプリエンプション処理だけが延期されます。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router hsrp
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp)# interface tenGigE 0/4/0/4
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp-if)# address-family ipv4
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp-ipv4)# hsrp 1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp-gp)# preempt delay 300
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp-gp)#

___________________
関連コマンド

説明コマンド

HSRPプライオリティを設定します。hsrp priority, （30ページ）

ホットスタンバイプライオリティが他のイン

ターフェイスの可用性に基づいて変化するよう

に、インターフェイスを設定します。

hsrp track, （37ページ）

HSRP情報を表示します。show hsrp, （54ページ）
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priority（hsrp）
ホットスタンバイルータプロトコル（HSRP）のプライオリティを設定するには、HSRPグルー
プサブモードで priorityコマンドを使用します。デフォルト値に戻すには、このコマンドの no
形式を使用します。

priority priority

no priority priority

___________________
構文の説明

使用可能なホットスタンバイルータにプライオリティを設定するプライオリ

ティ値。範囲は 1～ 255です。デフォルトは 100です。
priority

___________________
コマンドデフォルト デフォルトのプライオリティは 100です。

___________________
コマンドモード HSRPインターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが導入されました。このコマンドは、hsrppriority
コマンドを置き換えました。

リリース 4.2.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

割り当てられたプライオリティは、アクティブルータとスタンバイルータを選択するために使用

されます。プリエンプションがイネーブルの場合は、プライオリティが最高のルータが指定され

たアクティブルータになります。プライオリティが等しい場合、インターフェイスの IPアドレ
スが比較され、大きい IPアドレスを持つインターフェイスが優先されます。

インターフェイスがhsrptrackコマンドによって設定されている場合、デバイス上の別のインター
フェイスがダウンすると、デバイスのプライオリティが動的に変更されることもあります。

プリエンプションがイネーブルでない場合、ルータは、他の HSRPルータよりもプライオリティ
が高い場合でもアクティブになっていない可能性があります。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みhsrp

___________________
例 次の例では、ルータのプライオリティが 120です。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router hsrp
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp)# interface tenGigE 0/4/0/4
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp-if)# address-family ipv4
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp-ipv4)# hsrp 1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp-gp)# priority 120
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp-gp)#

___________________
関連コマンド

説明コマンド

HSRPプリエンプションとプリエンプション遅
延を設定します。

hsrp preempt, （28ページ）

ホットスタンバイプライオリティが他のイン

ターフェイスの可用性に基づいて変化するよう

に、インターフェイスを設定します。

hsrp track, （37ページ）

HSRP情報を表示します。show hsrp, （54ページ）
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router hsrp
ホットスタンバイルータプロトコル（HSRP）をイネーブルにするには、グローバルコンフィ
ギュレーションモードで router hsrpコマンドを使用します。HSRPをディセーブルに設定にする
には、このコマンドの no形式を使用します。

router hsrp

no router hsrp

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト HSRPはディセーブルです。

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが導入されました。リリース 3.9

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

HSRPコンフィギュレーションコマンドは、HSRPインターフェイスコンフィギュレーション
モードで設定する必要があります。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みhsrp

___________________
例 次に、10ギガビットイーサネットインターフェイス 0/2/0/1の仮想ルータグループ 1が含まれて

いる HSRP冗長性プロセスを設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router hsrp
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RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp)# interface TenGigE 0/2/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp-if)# hsrp 1 priority 254
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session name
HSRPセッション名を設定するには、HSRPグループサブモードで session nameコマンドを使用
します。 HSRPセッション名の設定を解除するには、このコマンドの no形式を使用します。

name name

___________________
構文の説明 MGOセッション名name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード HSRPグループサブモード

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが導入されました。リリース 4.2.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取りhsrp

___________________
例 次に、HSRPセッション名を設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router hsrp
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp)# interface tenGigE 0/4/0/4
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp-if)# address-family ipv4
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp-ipv4)# hsrp 1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp-gp)# name s1
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RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp-gp)#

___________________
関連コマンド

説明コマンド

ホットスタンバイルータプロトコル（HSRP）
の仮想MACアドレスを設定します。

mac-address（hsrp）, （44ページ）
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show hsrp
ホットスタンバイルータプロトコル（HSRP）情報を表示するには、EXECモードで show hsrp
コマンドを使用します。

show hsrp [interface type interface-path-id] [group-number][brief | detail]

___________________
構文の説明

インターフェイスのタイプ。詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ
機能を使用してください。

type

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリストを

表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータの構文の詳細については、疑問符（?）を使用してオンラインヘルプを
参照してください。

interface-path-id

（任意）出力が表示されるインターフェイスのグループ番号。group-number

（任意）出力の1つの行に、各スタンバイグループが要約されます。briefキー
ワードは、detailが指定されていない場合のデフォルトです。

brief

（任意）このキーワードには、briefを指定しない場合と同じ効果があります。
より多くの出力が提供されます。

detail

（任意）この縦棒（|）の後に、出力から出力修飾子のいずれか1つとキーワー
ドを指定します。

• begin：指定した単語の出力を開始します。

• exclude：指定した単語と一致する行を除外します。

• include：指定した単語と一致する行を含めます。

___________________
コマンドデフォルト デフォルトでは、各スタンバイグループを要約する出力の行が表示されます。

___________________
コマンドモード EXEC
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___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが導入されました。リリース 3.9

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

HSRP情報を表示するには、show hsrpコマンドを使用します。

group-number引数の値を指定する場合は、インターフェイスの typeおよび numberを指定する必
要があります。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取りhsrp

___________________
例 次の例では、show hsrp detailコマンドの出力を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show hsrp detail

GigabitEthernet0/4/0/0 - Group 1
Local state is Active, priority 100
Hellotime 3 sec holdtime 10 sec
Next hello sent in 0.539
Minimum delay 1 sec, reload delay 5 sec

BFD enabled: state none, interval 15 ms multiplier 3
Hot standby IP address is 4.0.0.100 configured
Active router is local
Standby router is unknown expired
Standby virtual mac address is 0000.0c07.ac01
2 state changes, last state change 00:05:20

次の表に、この出力で表示される重要なフィールドについて説明します。

表 3：show hsrp コマンドのフィールドの説明

説明フィールド

インターフェイスタイプおよびインターフェイ

スのホットスタンバイグループ番号。

TenGigE0/2/0/4
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説明フィールド

ローカルネットワーキングデバイスの状態。

次のいずれになります。

• Active：現在のホットスタンバイルータ。

• Standby：次にホットスタンバイルータに
なるルータ。

• Speak：ルータがアクティブまたはスタン
バイロールを要求するパケットを送信中

です。

• Listen：ルータは、アクティブまたはスタ
ンバイではありませんが、アクティブルー

タまたはスタンバイルータからメッセー

ジが受信されない場合、「通話」を開始し

ます。

• Learn：ルータはアクティブまたはスタン
バイではなく、アクティブロールまたは

スタンバイロールを要求するのに十分な

情報がありません。

• Init：ルータは、関連インターフェイスが
稼動していないため、HSRPに参加する準
備ができていません。

Local state is

アクティブホットスタンバイルータから受信

した helloパケットから動的に学習した helloパ
ケットの送信間の現在の時間（秒単位）。

Hellotime

アクティブホットスタンバイルータから受信

した helloパケットから動的に学習した、他の
ルータがアクティブルータまたはスタンバイ

ルータのダウンを宣言する前の現在の時間（秒

単位）。

holdtime

ソフトウェアが次の helloパケットを送信する
時間（時間：分：秒）。

Next hello sent in

BFDの関連情報が表示されます（乗数および最
小間隔の細部）

BFD enabled
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説明フィールド

現在のホットスタンバイルータの IPアドレ
ス。単語「configured」は、このアドレスがhsrp
ipコマンドを介して認識されていることを示し
ています。その他の場合、このアドレスは

HSRP IPアドレスが設定されている他のルータ
からのHSRPhelloパケットによって動的に学習
されます。

Hot standby IP address is configured

値は、「local」または IPアドレスです。現在
のアクティブなホットスタンバイルータのア

ドレス。

Active router is

値は、「local」またはスタンバイルータ（次に
ホットスタンバイルータになるルータ）の IP
アドレスです。

Standby router is

スタンバイグループアドレスに関連付けられ

ているMACアドレス。
Standby virtual mac address is

ルータがスタンバイ状態を変更した回数。state changes

最後に状態が変更されてからの経過時間（時

間：分：秒）。

last state change

トラッキング対象オブジェクトのリストと対応

する状態。 hsrp trackコマンドに基づきます。
Tracking interface states for

トラッキング対象のインターフェイスがダウン

するか、または稼動する場合にそれぞれスタン

バイプライオリティを減少または増加させる

値。デフォルトは 10です。

Priority decrement

___________________
関連コマンド

説明コマンド

HSRPの認証文字列を設定します。hsrp authentication, （13ページ）

HSRPをアクティブ化します。hsrp ipv4, （23ページ）

HSRPの仮想MACアドレスを指定します。hsrp mac-address, （25ページ）
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説明コマンド

HSRPプリエンプションとプリエンプション遅
延を設定します。

hsrp preempt, （28ページ）

HSRPプライオリティを設定します。hsrp priority, （30ページ）

helloパケットの間隔と、他のルータがアクティ
ブホットスタンバイまたはスタンバイルータ

の終了を宣言するまでの時間を設定します。

hsrp timers, （34ページ）

ホットスタンバイプライオリティが他のイン

ターフェイスの可用性に基づいて変化するよう

に、インターフェイスを設定します。

hsrp track, （37ページ）

HSRPを、割り当て済みのMACアドレスの代
わりに仮想MACアドレスとしてインターフェ
イスのバーンドインアドレスを使用するよう設

定します。

hsrp use-bia, （40ページ）
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show hsrp bfd
すべてのインターフェイスにわたるホットスタンバイルータプロトコル（HSRP）BFD情報を表
示するには、EXECモードで show hsrp bfdコマンドを使用します。

show hsrp bfd [interface-type interface-path-id ip-address]

___________________
構文の説明

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリ

ストを表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータの構文の詳細については、疑問符（?）を使用してオンラインヘ
ルプを参照してください。

interface-type
interface-path-id

（任意）BFDセッションの宛先 IPアドレス。ip-address

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが導入されました。リリース 4.2.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取りhsrp
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___________________
例 次に、すべてのインターフェイスにわたるホットスタンバイルータプロトコル（HSRP）BFD情

報を表示する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show hsrp bfd

BFD Interface Destination IP State Intv Mult HSRP Interface Grp
------------- -------------- ----- ---- ---- -------------- ---
Gi0/3/0/2 10.0.0.2 up 100 3 Gi0/3/0/2 1

Gi0/3/0/2 2
Gi0/3/0/2 10.0.0.3 inactive 100 3 Gi0/3/0/2 3

Gi0/3/0/2 6
Gi0/3/0/3.1 10.0.1.2 down 15 3 Gi0/3/0/2 4

次に、GigabitEthernet 0/3/0/2インターフェイスのホットスタンバイルータプロトコル（HSRP）
BFD情報を表示する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show hsrp bfd GigabitEthernet 0/3/0/2 10.0.0.2

BFD Interface Destination IP State Intv Mult HSRP Interface Grp
------------- -------------- ----- ---- ---- -------------- ---
Gi0/3/0/2 10.0.0.2 up 100 3 Gi0/3/0/2 1

Gi0/3/0/2 2

___________________
関連コマンド

説明コマンド

HSRP情報を表示します。show hsrp, （54ページ）
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show hsrp mgo
すべてのインターフェイスにわたるホットスタンバイルータプロトコル（HSRP）MGO情報を表
示するには、EXECモードで show hsrp mgoコマンドを使用します。

show hsrp mgo [brief| session-name]

___________________
構文の説明

（任意）簡単な形式で情報を表示します。brief

（任意）単一MGOセッションの情報を表示します。session-name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが導入されました。リリース 4.2.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取りhsrp

___________________
例 次に、インターフェイス HSRP3のホットスタンバイルータプロトコル（HSRP）MGO情報を表

示する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show hsrp mgo HSRP3
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HSRP3
Primary group Bundle-Ether1.1 IPv4 group 1
State is Active
Slave groups:
Interface Grp
Bundle-Ether1.2 2
Bundle-Ether1.3 3
Bundle-Ether1.4 4
Bundle-Ether1.5 5

次に、すべてのインターフェイスにわたるホットスタンバイルータプロトコル（HSRP）MGO情
報を簡単な形式で表示する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show hsrp mgo brief

Name Interface AF Grp State Slaves
HSRP1 Gi0/0/0/1 IPv4 1 Active 100
HSRP2 Te0/1/0/0.1 IPv4 2 Standby 50
HSRP3 BE1 IPv4 1 Active 4
HSRP4 BE1 IPv6 10 Active 11

___________________
関連コマンド

説明コマンド

HSRP情報を表示します。show hsrp, （54ページ）
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show hsrp statistics
すべてのインターフェイスにわたるホットスタンバイルータプロトコル（HSRP）統計情報を表
示するには、EXECモードで show hsrp statisticsコマンドを使用します。

show hsrp [interface-type interface-path-id| group-number] statistics

___________________
構文の説明

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリ

ストを表示するには、showinterfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータの構文の詳細については、疑問符（?）を使用してオンライン
ヘルプを参照してください。

interface-type
interface-path-id

（任意）インターフェイスのグループ番号。group-number

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが導入されました。リリース 4.2.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取りhsrp
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___________________
例 次に、show hsrp statisticsコマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show hsrp statistics
Protocol:
Transitions to Active 2
Transitions to Standby 2
Transitions to Speak 0
Transitions to Listen 2
Transitions to Learn 0
Transitions to Init 0

Packets Sent: 12
Hello: 7
Resign: 0
Coup: 2
Adver: 3

Valid Packets Received: 13
Hello: 8
Resign: 2
Coup: 0
Adver: 3

Invalid packets received: 0
Too long: 0
Too short: 0
Mismatching/unsupported versions: 0
Invalid opcode: 0
Unknown group: 0
Inoperational group: 0
Conflicting Source IP: 0
Failed Authentication: 2
Invalid Hello Time: 0
Mismatching Virtual IP: 0

___________________
関連コマンド

説明コマンド

HSRP情報を表示します。show hsrp, （54ページ）
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show hsrp summary
すべてのインターフェイスにわたるホットスタンバイルータプロトコル（HSRP）サマリー情報
を表示するには、EXECモードで show hsrp summaryコマンドを使用します。

show hsrp summary

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが導入されました。リリース 4.2.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取りhsrp

___________________
例 次に、show hsrp summaryコマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show hsrp summary
Groups VIPs

State Sessions Slaves Total Up Down Total
----- --------------------- -----------------
ALL 60 900 960 860 2020 2880

ACTIVE 10 190 200 200 300 500
STANDBY 15 235 250 250 600 850
SPEAK 10 190 200 200 400 600
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LISTEN 10 190 200 200 400 600
LEARN 5 5 10 10 20 30
INIT 10 90 100 0 300 300

48 HSRP IPv4 interfaces (43 up, 5 down)
5 Tracked IPv4 interfaces (4 up, 1 down)
5 BFD sessions (3 up, 2 down)

___________________
関連コマンド

説明コマンド

HSRP情報を表示します。show hsrp, （54ページ）
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slave follow
指定したグループからステートを継承するようにスレーブグループに指示するには、HSRPスレー
ブサブモードモードで slave followコマンドを使用します。

follow mgo-session-name

___________________
構文の説明

スレーブグループがステートを継承するMGOセッションの名
前。

mgo-session-name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード HSRPスレーブサブモード

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが導入されました。リリース 4.2.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みhsrp

___________________
例 次に、指定したグループからステートを継承するようにスレーブグループに指示する例を示しま

す。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router hsrp
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp)# interface tenGigE 0/4/0/4
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RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp-if)# address-family ipv4
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp-ipv4)# hsrp slave
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp-slave)# follow m1

___________________
関連コマンド

説明コマンド

スレーブグループに仮想MACアドレスを設定
します。

slave virtual mac address, （73ページ）
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slave primary virtual IPv4 address
スレーブグループのプライマリ仮想 IPv4アドレスを設定するには、HSRPスレーブサブモードで
slave primary virtual IPv4 addressコマンドを使用します。

address ip-address

___________________
構文の説明

ホットスタンバイルータインターフェイスの IPアドレス。ip-address

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード HSRPスレーブサブモード

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが導入されました。リリース 4.2.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みhsrp

___________________
例 次に、スレーブグループのプライマリ仮想 IPv4アドレスを設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router hsrp
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp)# interface tenGigE 0/4/0/4
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp-if)# address-family ipv4
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp-ipv4)# hsrp slave
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RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp-slave)# address 10.2.1.4

___________________
関連コマンド

説明コマンド

指定したグループからステートを継承するよう

にスレーブグループに指示します。

slave follow, （67ページ）

スレーブグループに仮想MACアドレスを設定
します。

slave virtual mac address, （73ページ）
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slave secondary virtual IPv4 address
スレーブグループのセカンダリ仮想 IPv4アドレスを設定するには、HSRPスレーブサブモードで
slave secondary virtual IPv4 addressコマンドを使用します。

address ip-address secondary

___________________
構文の説明

ホットスタンバイルータインターフェイスの IPアドレス。ip-address

セカンダリホットスタンバイ IPアドレスを設定します。secondary

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード HSRPスレーブサブモード

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが導入されました。リリース 4.2.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みhsrp

___________________
例 次に、スレーブグループのセカンダリ仮想 IPv4アドレスを設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router hsrp
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp)# interface tenGigE 0/4/0/4
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RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp-if)# address-family ipv4
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp-ipv4)# hsrp slave
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp-slave)# address 10.2.1.4 secondary

___________________
関連コマンド

説明コマンド

指定したグループからステートを継承するよう

にスレーブグループに指示します。

slave follow, （67ページ）

スレーブグループに仮想MACアドレスを設定
します。

slave virtual mac address, （73ページ）
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slave virtual mac address
スレーブグループの仮想MACアドレスを設定するには、HSRPスレーブサブモードで slavevirtual
mac addressコマンドを使用します。

mac-address address

___________________
構文の説明 ARPエントリの 48ビットハードウェアアドレス。address

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード HSRPスレーブサブモード

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが導入されました。リリース 4.2.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みhsrp

___________________
例 次に、スレーブグループの仮想MACアドレスを設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router hsrp
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp)# interface tenGigE 0/4/0/4
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp-if)# address-family ipv4
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp-ipv4)# hsrp slave
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RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp-slave)# mac-address 10.2.4

___________________
関連コマンド

説明コマンド

指定したグループからステートを継承するよう

にスレーブグループに指示します。

slave follow, （67ページ）
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timers（hsrp）
helloパケット間の時間と他のルータがアクティブホットスタンバイまたはスタンバイルータの
ダウンを宣言するまでの時間を設定するには、HSRPグループサブモードで hsrp timersコマンド
を使用します。タイマーをデフォルト値に戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

timers {hello-seconds| msec hello-milliseconds} {hold-seconds| msec hold-milliseconds}

no timers

___________________
構文の説明

秒単位の hello間隔。範囲は 1～ 255です。デフォルトは 3です。hello-seconds

ミリ秒単位の hello間隔。範囲は 100～ 3000です。msec hello-milliseconds

アクティブまたはスタンバイルータがダウンを宣言されるまでの

時間（秒）。範囲は 1～ 255です。デフォルトは 10です。
hold-seconds

アクティブまたはスタンバイルータがダウンを宣言されるまでの

時間（ミリ秒）。範囲は 100～ 3000です。
msec hold-milliseconds

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの hello-secondsは 3です（msecキーワードが指定されている場合、デフォルト値はあ

りません）。

デフォルトの hold-secondsは 10です（msecキーワードが指定されている場合、デフォルト値は
ありません）。

___________________
コマンドモード HSRPグループサブモード

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが導入されました。リリース 4.2.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。
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非アクティブルータは、ミリ秒のタイマー値が使用されていない場合、アクティブルータのタイ

マー値を学習します。ミリ秒のタイマー値が使用されている場合は、すべてのルータはミリ秒の

タイマー値を使用して設定されていなければなりません。このルールは、hello時間とホールド時
間のどちらかがミリ秒単位で指定されている場合に当てはまります。

アクティブルータに設定されたタイマーは、常に他のタイマー設定よりも優先されます。ホット

スタンバイグループのすべてのルータで、同じタイマー値を使用する必要があります。通常、

ホールドタイムは helloタイムの 3倍以上となります（holdtime > 3 * hellotime）。

helloタイムを秒単位またはミリ秒単位のいずれにするかに応じて、hello-seconds引数またはmsec
キーワードおよび hello-milliseconds引数を指定する必要があります。また、ホールドタイムを秒
単位またはミリ秒単位のいずれにするかに応じて、hold-seconds引数または msecキーワードおよ
び hold-milliseconds引数を指定する必要があります。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みhsrp

___________________
例 次に、10ギガビットイーサネットインターフェイス 0/2/0/1上のグループ番号 1に対して、hello

パケットの間隔を 5秒に設定し、ルータがダウンしたと見なされるまでに時間を 15秒に設定する
例を示します。設定されたタイマー値は、ルータがアクティブである場合にのみ使用されます

（または、タイマー値が学習される前）。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router hsrp
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp)# interface tenGigE 0/4/0/4
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp-if)# address-family ipv4
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp-ipv4)# hsrp 1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp-gp)# timers 5 15
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp-gp)#

次に、10ギガビットイーサネットインターフェイス 0/2/0/1上のグループ番号 1に対して、hello
パケットの間隔を 200ミリ秒に設定し、ルータがダウンしたと見なされるまでに時間を 1000ミリ
秒に設定する例を示します。ミリ秒が指定されているため、設定されたタイマー値は常に使用さ

れます。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router hsrp
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp)# interface tenGigE 0/4/0/4
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp-if)# address-family ipv4
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp-ipv4)# hsrp 1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp-gp)# timers msec 200 msec 1000
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp-gp)#
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___________________
関連コマンド

説明コマンド

HSRP情報を表示します。show hsrp, （54ページ）
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track（hsrp）
ホットスタンバイプライオリティが他のインターフェイスのアベイラビリティに基づいて変更さ

れるようにインターフェイスを設定するには、HSRPグループサブモードで hsrp trackコマンド
を使用します。トラッキングを削除するには、このコマンドの no形式を使用します。

track type interface-path-id [ priority-decrement ]

no track type interface-path-id [ priority-decrement ]

___________________
構文の説明

インターフェイスのタイプ。詳細については、疑問符（?）オンライン
ヘルプ機能を使用してください。

type

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリス

トを表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータの構文の詳細については、疑問符（?）を使用してオンラインヘル
プを参照してください。

interface-path-id

interface-path-id

（任意）インターフェイスがダウンした（または復旧した）ときに、ルー

タのホットスタンバイプライオリティを減少（または増加）させる分

量。範囲は 1～ 255です。

priority-decrement

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの priority-decrementは 10です。

___________________
コマンドモード HSRPグループサブモード

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが導入されました。このコマンドは、hsrp track
コマンドを置き換えました。

リリース 4.2.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。
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hsrp trackコマンドは、ホットスタンバイプライオリティを、そのインターフェイスのアベイラ
ビリティに結合します。これは、ホットスタンバイルータプロトコル（HSRP）用に設定されて
いないインターフェイスのトラッキングに役立ちます。 IPインターフェイスだけがトラッキング
されます。トラッキングされるインターフェイスは、そのインターフェイス上の IPが立ち上がる
と起動します。 IPが立ち上がらないと、トランキングされるインターフェイスはダウンします。

トラッキングされるインターフェイスがダウンすると、ホットスタンバイプライオリティは 10
減少します。インターフェイスがトラッキングされていなければ、ステートが変化した場合でも

ホットスタンバイプライオリティに影響することはありません。ホットスタンバイ用に設定さ

れたグループごとに、トラッキングするインターフェイスのリストを個別に設定できます。

オプションの priority-decrement引数は、トラッキングされるインターフェイスがダウンした場合
にホットスタンバイプライオリティがどれだけ下がるかを指定します。トラッキングされるイ

ンターフェイスが稼動状態に戻ると、プライオリティは同じ分だけ増加します。

トラッキング対象の複数のインターフェイスがダウンした場合、priority-decrementの値が設定さ
れていれば、設定されているプライオリティの減分値が累積されます。トラッキング対象のイン

ターフェイスがダウンした場合、どのオブジェクトにもプライオリティの減分値が設定されてい

なければ、デフォルトの減分値は 10で、累積されます。

hsrppreemptコマンドは、使用可能な最善のルータを使用してパケットを転送する場合に、グルー
プ内のすべてのルータでこのコマンドと組み合わせて使用する必要があります。 hsrp preemptコ
マンドが使用されていない場合、アクティブルータは他の HSRPルータの現在のプライオリティ
に関係なくアクティブになります。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みhsrp

___________________
例 次に、ホットスタンバイプライオリティが他のインターフェイスのアベイラビリティに基づいて

変更されるようにインターフェイスを設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router hsrp
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp)# interface tenGigE 0/4/0/4
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp-if)# address-family ipv4
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp-ipv4)# hsrp 1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp-gp)# track tenGigE 0/4/0/4 2
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-hsrp-gp)#

___________________
関連コマンド

説明コマンド

HSRPプリエンプションとプリエンプション遅
延を設定します。

hsrp preempt, （28ページ）

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マンドリファ
レンスリリース 4.2    

   OL-26072-01-J 79

HSRP コマンド
track（hsrp）



説明コマンド

HSRPプライオリティを設定します。hsrp priority, （30ページ）

HSRP情報を表示します。show hsrp, （54ページ）
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