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はじめに

対象読者

このマニュアルは、Catalyst 3750スイッチ（以降、スイッチ と記載）を管理するネットワーキング
の専門家を対象としています。このマニュアルの使用に際しては、Cisco IOS での作業経験があり、
イーサネットおよび LAN の概念や専門用語を十分理解していることが前提となります。

説明

Catalyst 3750スイッチは、IP ベース イメージ（以前の標準マルチレイヤ イメージ [SMI]）または IP
サービス イメージ（以前の拡張マルチレイヤ イメージ [EMI]）のいずれかによってサポートされま
す。IP ベース イメージは、Access Control List（ACL; アクセス制御リスト）、Quality of Service（QoS;
サービス品質）、スタティック ルーティング、ルーティング情報などのレイヤ 2+ 機能を提供しま
す。IP サービス イメージは、より豊富なエンタープライズクラスの機能セットを提供しており、そ
の中にはレイヤ 2+ 機能と完全なレイヤ 3 ルーティング（IP ユニキャスト ルーティング、IP マルチ
キャスト ルーティング、および代替ブリッジング）が含まれます。レイヤ 2+ スタティック ルー
ティングおよび RIP とは異なる特長として、IP サービス イメージには Enhanced Interior Gateway
Routing Protocol（EIGRP）および Open Shortest Path First（OSPF）プロトコルなどが含まれています。

このマニュアルでは、Catalyst 3750スイッチで使用するために作成または変更したコマンドの使用
手順を扱っています。これらのコマンドについては、詳しい説明は行っていません。コマンドの詳

細については、このリリースの『Catalyst 3750 Switch Command Reference』を参照してください。標
準の Cisco IOS リリース 12.2 コマンドについては、Cisco.com のホーム ページで Technical Support
& Documentation > Cisco IOS Softwareから Cisco IOS マニュアル セットを参照してください。

このマニュアルでは、スイッチを管理するための組み込み型デバイス マネージャおよび Cisco
Network Assistant（以降、Network Assistant と記載）の GUI（グラフィカル ユーザ インターフェイ
ス）に関する詳細は記載していません。ただし、このマニュアルの概念は GUI ユーザにとっても参
考になります。デバイス マネージャについては、スイッチのオンライン ヘルプを参照してくださ
い。Network Assistant については、Cisco.com から入手できる『Getting Started with Cisco Network
Assistant』を参照してください。

また、表示されるシステム メッセージやスイッチの設置方法については取り扱っていません。詳細
については、このリリースの『Catalyst 3750 Switch System Message Guide』および『Catalyst 3750
Switch Hardware Installation Guide』を参照してください。

最新のマニュアル更新状況については、このリリースのリリース ノートを参照してください。
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はじめに

表記法

表記法

このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。

コマンドの説明では、次の表記法を使用しています。

• コマンドおよびキーワードは、太字で示しています。

• ユーザが値を指定する引数は、イタリック体 で示しています。

• 角カッコ（[ ]）の中の要素は、省略可能です。

• 必ずどれか 1 つを選択しなければならない必須キーワードは、波カッコ（{}）で囲み、縦棒（|）
で区切って示しています。

• 任意で選択する要素の中で、必ずどれか 1 つを選択しなければならない要素は、角カッコと波
カッコで囲み、縦棒で区切って示しています（[{ | }]）。

対話形式の例では、次の表記法を使用しています。

• コンソール画面に表示される端末セッションおよび例は、screenフォントで示しています。

• ユーザが入力する情報は、太字の screenフォントで示しています。

• パスワードやタブのように、出力されない文字は、かぎカッコ（< >）で囲んで示しています。

注釈、注意、およびワンポイント アドバイスには、次の表記法および記号を使用しています。

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

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

す。



xliii
Catalyst 3750 スイッチ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

78-16180-06-J

はじめに

関連資料

関連資料

スイッチの詳細については、以下のマニュアルも参照してください。これらの資料は次の Cisco.com
のサイトでご利用になれます。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/lan/cat3750/index.htm

（注） スイッチの設置、設定、アップグレードを行う前に、次の資料を参照してください。

• 初期設定情報の詳細については、『Getting Started Guide』の「Using Express Setup」またはハー
ドウェア インストレーション ガイドの付録「Configuring the Switch with the CLI-Based Setup
Program」を参照してください。

• デバイス マネージャの要件については、リリース ノート（発注はできませんが、Cisco.com か
ら入手できます）の「System Requirements」を参照してください。

• Network Assistant の要件については、『Getting Started with Cisco Network Assistant』（発注はでき
ませんが、Cisco.com から入手できます）を参照してください。

• クラスタ要件については、『Release Notes for Cisco Network Assistant』（発注はできませんが、
Cisco.com から入手できます）を参照してください。

• アップグレードに関する情報については、リリース ノートの「Downloading Software」を参照
してください。

印刷されたマニュアルは、DOC-xxxxxx= 番号を指定して Cisco.com のサイトから発注することがで
きます。「マニュアルの入手方法」（p.xliv）を参照してください。

• 『Release Notes for the Catalyst 3750, 3560, 2970, and 2960 Switches』（発注はできませんが、Cisco.com
から入手できます）

• 『Catalyst 3750 Switch Software Configuration Guide』（Customer Order Number DOC-7816180=）

• 『Catalyst 3750 Switch Command Reference』（Customer Order Number DOC-7816181=）

• 『Catalyst 3750 Switch System Message Guide』（Customer Order Number DOC-7816184=）

• デバイス マネージャのオンライン ヘルプ（スイッチで利用できます）

• 『Catalyst 3750 Switch Hardware Installation Guide』（発注はできませんが、Cisco.com から入手で
きます）

• 『Catalyst 3750 Switch Getting Started Guide』（Customer Order Number DOC-7816663=）

• 『Regulatory Compliance and Safety Information for the Catalyst 3750 Switch』（Customer Order Number
DOC-7816664=）

• 『Getting Started with Cisco Network Assistant』（発注はできませんが、Cisco.com から入手できます）

• 『Release Notes for Cisco Network Assistant』（発注はできませんが、Cisco.com から入手できます）

• 『Cisco Small Form-Factor Pluggable Modules Installation Notes』（Customer Order Number 
DOC-7815160=）

• 『Cisco CWDM GBIC and CWDM SFP Installation Note』（発注はできませんが、Cisco.com から入
手できます）

• 『Cisco RPS 300 Redundant Power System Hardware Installation Guide』（Customer Order Number 
DOC-7810372=）

• 『Cisco RPS 675 Redundant Power System Hardware Installation Guide』（Customer Order Number 
DOC-7815201=）

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/lan/cat3750/index.htm
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マニュアルの入手方法

マニュアルの入手方法

シスコ製品のマニュアルおよびその他の資料は、Cisco.com で入手することができます。また、テ
クニカル サポートおよびその他のテクニカル リソースは、さまざまな方法で入手することができ
ます。ここでは、シスコ製品に関する技術情報を入手する方法について説明します。

Cisco.com
シスコの最新のマニュアルは、次の URLからアクセスしてください。

http://www.cisco.com/techsupport

シスコの Web サイトには、次の URL からアクセスしてください。

http://www.cisco.com 

http://www.cisco.com/jp

シスコのWebサイトの各国語版へは、次の URLからアクセスしてください。

http://www.cisco.com/public/countries_languages.shtml

Product Documentation DVD
シスコ製品のマニュアルおよびその他の資料は、製品に付属の Product Documentation DVD パッケー
ジでご利用いただけます。Product Documentation DVD は定期的に更新されるので、印刷資料よりも
新しい情報が得られます。

Product Documentation DVD は、ポータブル メディアに収容された、技術的な製品マニュアルの総
合的なライブラリです。この DVD を使用すると、シスコ製品の各種バージョンのハードウェアの
インストレーション、ソフトウェアのインストール、設定、およびコマンドに関するガイドにアク

セスし、HTML で技術マニュアルを表示できます。DVD を使用することで、インターネットに接
続しなくてもシスコの Web サイトと同じマニュアルを参照できます。製品によっては、マニュア
ルの PDF バージョンも用意されています。

Product Documentation DVD は単一製品として、またはサブスクリプションとして入手できます。
Cisco.com（Cisco Direct Customers）に登録されている場合、次の URL の Cisco Marketplace から
Product Documentation DVD（Customer Order Number DOC-DOCDVD=）を発注できます。

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

マニュアルの発注方法

Cisco.com に登録されている場合、2005 年 6 月 30 日から、次の URL にある Cisco Marketplace の
Product Documentation Store でシスコ製品のマニュアルを発注できます。

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

Cisco.com に登録されていない場合、製品を購入された代理店へお問い合わせください。

http://www.cisco.com/techsupport
http://www.cisco.com
http://www.cisco.com/public/countries_languages.shtml
http://www.cisco.com/go/marketplace/
http://www.cisco.com/go/marketplace/
http://www.cisco.com/jp
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シスコ製品のセキュリティ

シスコ製品のセキュリティ

シスコでは、無償の Security Vulnerability Policy ポータルを次の URL で提供しています。

http://www.cisco.com/en/US/products/products_security_vulnerability_policy.html

このサイトから、以下のタスクを実行できます。

• シスコ製品における脆弱性を報告する。

• シスコ製品のセキュリティ問題に対する支援を受ける。

• シスコからのセキュリティ情報を入手するために登録を行う。

シスコ製品に関するセキュリティ勧告および注意のリストが以下の URL で確認できます。

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

勧告および注意事項が変更された際に、リアルタイムで確認したい場合は、以下の URL から Product
Security Incident Response Team Really Simple Syndication（PSIRT RSS）にアクセスできます。

http://www.cisco.com/en/US/products/products_psirt_rss_feed.html

シスコ製品のセキュリティ問題の報告

シスコでは、安全な製品を提供することを目指しています。製品のリリース前に社内でテストを実

施し、すべての脆弱性を迅速に修正するように努めております。お客様がシスコ製品の脆弱性を発

見したと思われる場合は、次の PSIRT にご連絡ください。

• 緊急度の高い問題  ― security-alert@cisco.com

緊急度の高い問題とは、システムが激しい攻撃を受けている状態、または急を要する深刻なセ

キュリティの脆弱性を報告する必要がある状態を指します。それ以外の状態はすべて、緊急度

の低い問題とみなされます。

• 緊急度の低い問題  ― psirt@cisco.com

緊急度の高い問題の場合、次の電話番号で PSIRT に問い合わせることができます。

• 1 877 228-7302

• 1 408 525-6532

ヒント お客様が第三者に知られたくない情報をシスコに送信する場合、Pretty Good Privacy（PGP）または
PGP と互換性のある製品を使用して情報を暗号化することを推奨します。PSIRT は、PGP バージョ
ン 2.x～ 8.xと互換性のある暗号化情報を取り扱うことができます。

無効な暗号鍵または失効した暗号鍵は使用しないでください。PSIRT と通信する際は、次の URL に
ある Security Vulnerability Policy ページの Contact Summary にリンクされている有効な公開鍵を使用
してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/products_security_vulnerability_policy.html

このページのリンクに、現在使用されている PGP 鍵の ID があります。

http://www.cisco.com/en/US/products/products_security_vulnerability_policy.html
http://www.cisco.com/go/psirt
http://www.cisco.com/en/US/products/products_psirt_rss_feed.html
mailto:security-alert@cisco.com
mailto:psirt@cisco.com
http://www.cisco.com/en/US/products/products_security_vulnerability_policy.html
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テクニカル サポート

テクニカル サポート
Cisco Technical Support では、評価の高い 24 時間体制のテクニカル サポートを提供しています。
Cisco.com の Cisco Technical Support & Documentation Web サイトでは、広範囲にわたるオンライン
でのサポート リソースを提供しています。さらに、シスコシステムズとサービス契約を結んでいる
場合は、Technical Assistance Center（TAC）のエンジニアによる電話サポートも提供されます。シ
スコシステムズとサービス契約を結んでいない場合は、リセラーにお問い合わせください。

Cisco Technical Support & Documentation Web サイト
Cisco Technical Support & Documentation Web サイトでは、オンラインで資料やツールを利用して、
トラブルシューティングやシスコ製品およびテクノロジーに関する技術上の問題の解決に役立て

ることができます。この Web サイトは 24 時間ご利用いただけます。次の URL にアクセスしてく
ださい。

http://www.cisco.com/techsupport

Cisco Technical Support & Documentation Web サイト上のツールにアクセスする際は、いずれも
Cisco.com のログイン ID およびパスワードが必要です。サービス契約が有効で、ログイン ID また
はパスワードを取得していない場合は、次の URL で登録手続きを行ってください。

http://tools.cisco.com/RPF/register/register.do

（注） テクニカル サポートにお問い合わせいただく前に、Cisco Product Identification（CPI）ツールを使用
して、製品のシリアル番号をご確認ください。CPI ツールへは、Documentation & Tools の下にある
Tools & Resourcesリンクをクリックして、Cisco Technical Support & Documentation Web サイトから
アクセスできます。Alphabetical Index ドロップダウン リストから Cisco Product Identification Tool
を選択するか、Alerts & RMAs の下にある Cisco Product Identification Toolリンクをクリックしてく
ださい。CPIツールは、製品 ID またはモデル名、ツリー表示、または特定の製品に対する showコ
マンド出力のコピー＆ペーストによる 3 つの検索オプションを提供します。検索結果には、シリア
ル番号のラベルの場所がハイライトされた製品の説明図が表示されます。テクニカル サポートにお
問い合わせいただく前に、製品のシリアル番号のラベルを確認し、メモなどに控えておいてくださ

い。

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

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

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

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

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

http://www.cisco.com/techsupport
http://tools.cisco.com/RPF/register/register.do
http://www.cisco.com/tac
http://www.cisco.com/jp/go/tac
http://www.cisco.com/jp/register/
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はじめに

テクニカル サポート

Service Request ツールの使用
オンラインの TAC Service Request ツールを使えば、S3 および S4 の問題について最も迅速にテクニ
カル サポートを受けられます（ネットワークの障害が軽微である場合、あるいは製品情報が必要な
場合）。状況をご説明いただくと、TAC Service Request ツールが推奨される解決方法を提供します。
これらの推奨リソースを使用しても問題が解決しない場合は、シスコの技術者が対応します。TAC
Service Request ツールは次の URL からアクセスできます。

http://www.cisco.com/techsupport/servicerequest

問題が S1 または S2 であるか、インターネットにアクセスできない場合は、電話で TAC にご連絡
ください（運用中のネットワークがダウンした場合、あるいは重大な障害が発生した場合）。S1 お
よび S2 の問題にはシスコの技術者がただちに対応し、業務を円滑に運営できるよう支援します。

電話でテクニカル サポートを受ける際は、次の番号のいずれかをご使用ください。

アジア太平洋：+61 2 8446 7411（オーストラリア：1 800 805 227）
EMEA：+32 2 704 55 55
米国： 1 800 553-2447

TAC の連絡先一覧については、次の URL にアクセスしてください。

http://www.cisco.com/techsupport/contacts

問題の重大度の定義

すべての問題を標準形式で報告するために、問題の重大度を定義しました。

重大度 1（S1） ― ネットワークがダウンし、業務に致命的な損害が発生する場合。24 時間体制であ
らゆる手段を使用して問題の解決にあたります。

重大度 2（S2） ― ネットワークのパフォーマンスが著しく低下、またはシスコ製品のパフォーマン
ス低下により業務に重大な影響がある場合。通常の業務時間内にフルタイムで問題の解決にあたり

ます。

重大度 3（S3） ― ネットワークのパフォーマンスが低下しているが、ほとんどの業務運用が機能し
ている場合。通常の業務時間内にサービスの復旧を行います。

重大度 4（S4） ― シスコ製品の機能、インストレーション、基本的なコンフィギュレーションにつ
いて、情報または支援が必要で、業務への影響がほとんどまたはまったくない場合。

http://www.cisco.com/techsupport/servicerequest
http://www.cisco.com/techsupport/contacts
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はじめに

その他の資料および情報の入手方法

その他の資料および情報の入手方法

シスコの製品、テクノロジー、およびネットワーク ソリューションに関する情報について、さまざ
まな資料をオンラインおよび印刷物で入手することができます。

• Cisco Marketplace では、さまざまなシスコの書籍、参考資料、マニュアル、およびロゴ入り商
品を提供しています。Cisco Marketplace には、次の URL からアクセスしてください。

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

• Cisco Press では、ネットワーク、トレーニング、認定関連の出版物を幅広く発行しています。
初心者から上級者まで、さまざまな読者向けの出版物があります。Cisco Press の最新の出版情
報などについては、次の URL からアクセスしてください。

http://www.ciscopress.com

• 『Packet』は、シスコシステムズが発行するテクニカル ユーザ向けの季刊誌で、インターネッ
トやネットワークへの投資を最大限に活用するのに役立ちます。『Packet』には、ネットワーク
分野の最新動向、テクノロジーの進展、およびシスコの製品やソリューションに関する記事を

はじめ、ネットワークの配置やトラブルシューティングのヒント、設定例、お客様の事例研究、

認定やトレーニングに関する情報、および多数の詳細なオンライン リソースへのリンクが盛り
込まれています。『Packet』には、次の URL からアクセスしてください。

http://www.cisco.com/packet

• 『iQ Magazine』は、シスコのテクノロジーを使って収益の増加、ビジネス効率の向上、および
サービスの拡大を図る方法について学ぶことを目的とした、シスコシステムズが発行する成長

企業向けの季刊誌です。この季刊誌は、実際の事例研究や事業戦略を用いて、これら企業が直

面するさまざまな課題や、問題解決の糸口となるテクノロジーを明確化し、テクノロジーの投

資に関して読者が正しい決断を行う手助けをします。『iQ Magazine』には、次の URL からアク
セスしてください。

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

または次の URL でデジタル版をご覧いただけます。

http://ciscoiq.texterity.com/ciscoiq/sample/

• 『Internet Protocol Journal』は、インターネットおよびイントラネットの設計、開発、運用を担
当するエンジニア向けに、シスコシステムズが発行する季刊誌です。『Internet Protocol Journal』
には、次の URL からアクセスしてください。

http://www.cisco.com/ipj

• シスコシステムズが提供するネットワーク製品およびカスタマー サポート サービスについて
は、次の URL にアクセスしてください。

http://www.cisco.com/en/US/products/index.html

• Networking Professionals Connection は、ネットワーキング専門家がネットワーキング製品やネッ
トワーキング技術に関する質問、提案、情報をシスコの専門家および他のネットワーキング専

門家と共有するためのインタラクティブな Web サイトです。ディスカッションに参加するに
は、次の URL にアクセスしてください。

http://www.cisco.com/discuss/networking

• シスコシステムズは最高水準のネットワーク関連のトレーニングを実施しています。トレーニ

ングの最新情報については、次の URL からアクセスしてください。

http://www.cisco.com/en/US/learning/index.html

http://www.cisco.com/go/marketplace/
http://www.ciscopress.com
http://www.cisco.com/packet
http://www.cisco.com/go/iqmagazine
http://ciscoiq.texterity.com/ciscoiq/sample/
http://www.cisco.com/ipj
http://www.cisco.com/en/US/products/index.html
http://www.cisco.com/discuss/networking
http://www.cisco.com/en/US/learning/index.html
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概要

この章では、Catalyst 3750スイッチ ソフトウェアについて説明します。内容は、次のとおりです。

• 機能（p.1-2）

• 初期スイッチ設定後のデフォルト設定値（p.1-12）

• ネットワーク構成の例（p.1-15）

• 次の作業（p.1-24）

特に明記しないかぎり、スイッチという用語はスタンドアロン スイッチおよびスイッチ スタック
を意味します。

このマニュアルでは、IP バージョン 6（IPv6）を特に指す場合を除き、IP とは IP バージョン 4（IPv4）
を意味します。 
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機能

スイッチは、次のいずれかのソフトウェア イメージがインストールされた状態で出荷されます。

• IP ベース イメージ（以前の標準マルチレイヤ イメージ [SMI]） ― レイヤ 2+ 機能を提供します
（エンタープライズ クラスのインテリジェント サービス）。これらの機能には、Access Control

List（ACL; アクセス制御リスト）、Quality of Service（QoS; サービス品質）、スタティック ルー
ティング、Hot Standby Router Protocol（HSRP）、Routing Information Protocol（RIP）などがあり
ます。IP ベース イメージがインストールされているスイッチは、IP サービス イメージ（以前
の拡張マルチレイヤ イメージ [EMI]）にアップグレードできます。

• IP サービス イメージ ― より豊富なエンタープライズ クラスのインテリジェント サービス
セットを提供します。IP ベース イメージのすべての機能と完全なレイヤ 3 ルーティング（IP ユ
ニキャスト ルーティング、IP マルチキャスト ルーティング、および代替ブリッジング）が含
まれます。レイヤ 2+ スタティック ルーティングおよび RIP と異なる特長として、IP サービス
イメージには Enhanced Interior Gateway Routing Protocol（EIGRP）および Open Shortest Path First
（OSPF）プロトコルなどが含まれています。

IP サービス イメージ専用のレイヤ 3 機能については、「レイヤ 3 機能」（p.1-10）を参照してく
ださい。

（注） 特に注記がないかぎり、この章とマニュアルで取り上げる機能はすべて、IP ベース イメー
ジおよび IP サービス イメージの両方でサポートされています。

IPv6 Multicast Listener Discovery（MLD）スヌーピングは、すべての Catalyst 3560 および Catalyst 3750
イメージでサポートされます。詳細については、第 37 章「IPv6 MLD スヌーピングの設定」を参照
してください。IPv6 ルーティングと ACL を含む完全な IPv6 サポートのためには、拡張 IP サービ
ス イメージが必要です。このイメージのアップグレード ライセンスはシスコで発注できます。IPv6
ルーティングの詳細については、第 36 章「IPv6 ユニキャスト ルーティングの設定」を参照してく
ださい。IPv6 ACL の詳細については、第 38 章「IPv6 ACL の設定」を参照してください。

この章で取り上げる一部の機能は、ソフトウェア IP ベース イメージおよび IP サービス イメージの
暗号化（暗号化をサポートする）バージョンのみに対応しています。この機能の使用、および

Cisco.com からのソフトウェアの暗号化バージョンのダウンロードには、許可が必要です。詳細に
ついては、このリリースのリリースノートを参照してください。

スイッチには、次の機能があります。

• 使用および導入を簡素化する機能（p.1-3）

• パフォーマンスの特長（p.1-4）

• 管理オプション（p.1-5）

• 管理機能（p.1-5）（ソフトウェア IP ベース イメージおよび IP サービス イメージの暗号化バー
ジョンが必要な機能を含む）

• アベイラビリティ機能および冗長性機能（p.1-6）

• VLAN 機能（p.1-7）

• セキュリティ機能（p.1-8）（ソフトウェア IP ベース イメージおよび IP サービス イメージの暗
号化バージョンが必要な機能を含む）

• QoS および CoS 機能（p.1-9）

• レイヤ 3 機能（p.1-10）（IP サービス イメージが必要な機能を含む）

• Power over Ethernet 機能（p.1-11）

• モニタ機能（p.1-11）
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使用および導入を簡素化する機能

使用と導入を容易にするため、スイッチは次の機能を備えた状態で出荷されます。

• Express Setup ― スイッチの初回設定時に、ブラウザベースのプログラムを使用して、基本 IP 情
報、問い合わせ先情報、スイッチと Telnet のパスワード、SNMP（簡易ネットワーク管理プロ
トコル）情報をすばやく設定できます。Express Setup の詳細については、『Getting Started Guide』
を参照してください。

• ユーザ定義およびシスコのデフォルトの SmartPort マクロ ― ネットワークの導入を簡略化する
ための、カスタム スイッチ コンフィギュレーションを作成できます。

• 組み込み型デバイス マネージャの GUI（グラフィカル ユーザ インターフェイス） ― 単一のス
イッチを Web ブラウザから設定および管理できます。デバイス マネージャの起動については、
『Getting Started Guide』を参照してください。デバイス マネージャについては、スイッチのオ
ンライン ヘルプを参照してください。

• Cisco Network Assistant（以降、Network Assistantと記載）

－ クラスタなどのデバイス グループではあっても、ルータおよびアクセス ポイントを含める
ことが可能で、より安全性を高めることができるコミュニティを管理できます。

－ イントラネットの任意の場所からスイッチ、スイッチ スタック、およびスイッチ クラスタ
を簡単に最小限の手間で管理できます。

－ 1 つのグラフィカル インターフェイスから複数の設定を実行できます。特定の作業を行う
ための CLI（コマンドライン インターフェイス）コマンドを記憶しておく必要はありませ
ん。

－ 対話式のガイド モードにより、VLAN（仮想 LAN）、ACL、QoS などの複雑な機能もガイ
ドに従って設定できます。

－ 設定ウィザードを使用できます。このウィザードは、最低限必要な情報のみを提示して、

ビデオ トラフィックの QoS プライオリティ、データ アプリケーションのプライオリティ
レベル、セキュリティなどの複雑な機能を設定できます。

－ イメージをスイッチにダウンロードできます。

－ VLAN および QoS 設定、インベントリや統計情報のレポート、リンク レベルおよびスイッ
チ レベルのモニタリングとトラブルシューティング、複数のスイッチ ソフトウェア アッ
プグレードなどのアクションを複数のポートや複数のスイッチに同時に適用できます。

－ 相互接続されたデバイスのトポロジーを表示し、既存のスイッチ クラスタや、クラスタに
追加できる対象スイッチを識別したり、スイッチ間のリンク情報を識別したりすることが

できます。

－ 前面パネル イメージの LED から、特定または複数のスイッチのリアルタイム ステータス
をモニタできます。イメージに表示されるシステム、Redundant Power System（RPS; 冗長
電源システム）、およびポート LED のカラーは、実際の LED のカラーと同じです。

• Cisco StackWise テクノロジー

－ StackWise ポートを使用して最大 9 台のスイッチを接続し、ネットワーク内で単一のスイッ
チまたはスイッチルータとして動作します。

－ スイッチ スタック全体で、双方向 32 Gbps スイッチング ファブリックを作成できます。ス
イッチ スタックでは、すべてのスタックメンバーがシステム帯域にフルにアクセスできま
す。

－ 単一の IP アドレスとコンフィギュレーション ファイルを使用して、スイッチ スタック全
体を管理できます。

－ 新規スタックメンバーの自動 Cisco IOS バージョン検査。スタック マスターまたは TFTP
サーバから自動的にイメージをロードするオプションがあります。

－ スタックの動作を中断せずに、スタック内のスイッチを追加、削除、交換します。
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－ オフラインの設定機能を使用して、スイッチ スタックに新しいメンバーを割り当てます。
特定のスタック メンバー番号、およびスタックに属していない新しいスイッチの特定のス
イッチ タイプを、インターフェイス コンフィギュレーションに事前設定します。割り当て
られたスイッチがスタックの一部であるかどうかには関係なく、スイッチ スタックはス
タック リロードでこの情報を保持します。

－ スタックリング アクティビティ統計情報（各スタック メンバーからリングに送信されたフ
レーム数）を表示します。

• スイッチ クラスタリング テクノロジー

－ 地理的な隣接性や、イーサネット、ファスト イーサネット、ファスト EtherChannel、Small
Form-factor Pluggable（SFP）モジュール、ギガビット イーサネット、ギガビット EtherChannel
接続などの相互接続メディアに関係なく、クラスタ対応の複数のスイッチで一括した設定、

モニタ、認証、ソフトウェア アップグレードが可能です。クラスタ対応のスイッチのリス
トについては、リリース ノートを参照してください。

－ 候補スイッチを自動検出し、1 つの IP アドレスで管理できる最大 16 台のスイッチ クラス
タを作成できます。

－ コマンド スイッチに直接接続されていないクラスタ候補を拡張検出できます。

パフォーマンスの特長

スイッチは、次のパフォーマンス機能を備えた状態で出荷されます。

• ポートの速度を自動検出し、すべてのスイッチ ポートでデュプレックス モードの自動ネゴシ
エーションを実行して、帯域利用を最適化

• 10/100 および 10/100/1000 Mbps インターフェイス、および 10/100/1000 BASE-TX SFP モジュー
ル インターフェイス上の Automatic-Media-Dependent Interface crossover（Auto MDIX; 自動メディ
ア依存型インターフェイス クロスオーバー）機能によって、インターフェイスは必要なケーブ
ル接続タイプ（ストレートまたはクロス）を自動的に検出し、適切に接続を設定

• ルーテッド フレームは最大 1546 バイト、ハードウェアでブリッジングされるフレームは最大
9000 バイト、ソフトウェアによってブリッジングされるフレームは最大 2000 バイトをサポート 

• すべてのポートでの IEEE 802.3x フロー制御（スイッチは、ポーズ フレームを送信しない）

• スイッチ スタック内で最大 32 Gbps の転送レート

• EtherChannel により、耐障害性を高め、スイッチ、ルータ、およびサーバ間に最大 8 Gbps（ギ
ガビット EtherChannel）または 800 Mbps（ファスト EtherChannel）全二重の帯域幅を確保

• EtherChannel リンク自動作成用 Link Aggregation Control Protocol（LACP; リンク集約制御プロト
コル）および Port Aggregation Protocol（PAgP; ポート集約プロトコル）

• スタック内の複数のスイッチ間で、レイヤ 2およびレイヤ 3パケットをギガビット回線レート
で転送

• ブロードキャスト、マルチキャスト、およびユニキャスト ストーム防止用のポート単位のス
トーム制御

• 不明のレイヤ 2 ユニキャスト、マルチキャスト、およびブリッジド ブロードキャスト トラ
フィックの転送時のポート ブロッキング

• Cisco Group Management Protocol（CGMP）サーバのサポートおよび Internet Group Management
Protocol（IGMP）バージョン 1、2、および 3 対応の IGMP スヌーピング

－ （CGMP デバイスの場合）CGMP が特定のエンド ステーションへのマルチキャスト トラ
フィックを制限し、ネットワーク全般のトラフィックを軽減

－ （IGMP デバイスの場合）IGMP スヌーピングによってマルチメディア トラフィックとマル
チキャスト トラフィックを効率的に転送

• IGMP レポート抑制によって、マルチキャスト ルータのクエリーごとに 1 つの IGMP レポート
をマルチキャスト デバイスに送信（IGMPv1 または IGMPv2 クエリーに対してのみサポート）

• 定期的な IGMP 一般クエリー メッセージを生成するようにスイッチを設定するための IGMP ス
ヌーピング クエリアのサポート
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• スイッチド ネットワーク内のクライアントとルータへの、効率的な IP バージョン 6（IPv6）マ
ルチキャスト データ配信を可能にするための、Multicast Listener Discovery（MLD）スヌーピン
グのサポート 

• Multicast VLAN Registration（MVR）により、マルチキャスト VLAN 内でマルチキャスト スト
リームを継続的に送信しながら、加入者 VLAN からストリームを隔離して帯域およびセキュリ
ティを確保

• IGMP フィルタリングにより、スイッチ ポート上のホストが所属できるマルチキャスト グルー
プ セットを管理

• IGMP スロットリングにより、IGMP 転送テーブルに最大数のエントリがある場合のアクショ
ンを設定

• IGMP の設定可能な leave タイマーにより、ネットワークの脱退遅延を設定

• ユーザが選択した機能を最大限にサポートするための、System Database Management（SDM）テ
ンプレートによるシステム リソースの割り当て

管理オプション

スイッチの設定と管理を行うための、次のオプションがあります。

• 組み込み型デバイス マネージャ ― このデバイス マネージャは、ソフトウェア イメージに統合
された GUI です。単一のスイッチの設定および管理に使用します。デバイス マネージャの起
動については、『Getting Started Guide』を参照してください。デバイス マネージャについては、
スイッチのオンライン ヘルプを参照してください。

• Network Assistant ― Network Assistant は、Cisco.com からダウンロードできるネットワーク管理
アプリケーションです。単一のスイッチ、スイッチ クラスタ、デバイスのコミュニティの管理
に使用します。Network Assistant については、Cisco.com から入手できる『Getting Started with
Cisco Network Assistant』を参照してください。

• CLI ― Cisco IOS ソフトウェアは、デスクトップ スイッチングおよびマルチレイヤ スイッチン
グ機能をサポートします。CLI にアクセスするには、管理ステーションをスイッチのコンソー
ル ポートに直接接続するか、リモート管理ステーションから Telnet 経由で接続します。任意の
スタック メンバーのコンソール ポートに接続することにより、スイッチ スタックを管理でき
ます。CLI の詳細については、第 2 章「CLI の使用方法」を参照してください。

• SNMP ― SNMP は、CiscoWorks2000 LAN Management Suite（LMS）や HP OpenView などの管
理アプリケーションです。HP OpenView や SunNet Manager などのプラットフォームが稼働して
いる SNMP 対応管理ステーションを使用して、スイッチを管理できます。スイッチは、広範囲
の拡張 MIB セットおよび 4 種類の Remote Monitoring（RMON）グループをサポートしていま
す。SNMP 使用の詳細については、第 31 章「SNMP の設定」を参照してください。

• IE2100 ― Cisco Intelligence Engine 2100 Series Configuration Registrar は、スイッチ ソフトウェア
に組み込まれている Cisco Networking Services（CNS）エージェントと連動するネットワーク管
理デバイスです。スイッチ固有の設定変更を生成してスイッチに送信し、設定変更を実行して

その結果をロギングすることで、初期設定および設定更新を自動化できます。

IE2100 の詳細については、第 4 章「CNS 組み込みエージェントの概要」を参照してください。

管理機能

次の管理機能があります。

• Cisco IE2100 シリーズ CNS 組み込みエージェントは、スイッチ管理、設定保存、配信を自動化
します。

• DHCP は、IP アドレス、デフォルト ゲートウェイ、ホスト名、Domain Name System（DNS; ド
メイン ネーム システム）、TFTP サーバ名などのスイッチ情報の設定を自動化します。

• DHCP リレーにより、IP アドレス要求など DHCP クライアントからの UDP ブロードキャスト
を転送します。
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• DHCP サーバにより、IP ホストに IP アドレスおよびその他の DHCP オプションを自動割り当
てします。

• ユニキャスト要求を DNS サーバへ転送し、IP アドレスおよび対応ホスト名からスイッチを識
別したり、ユニキャスト要求を TFTP サーバへ転送し、TFTP サーバからソフトウェア アップ
グレードを管理したりします。

• Address Resolution Protocol（ARP）により、IP アドレスおよび対応 MAC（メディア アクセス制
御）アドレスからスイッチを識別します。

• ユニキャスト MAC アドレス フィルタリングにより、特定の送信元または宛先 MAC アドレス
を持つパケットを廃棄します。

• Cisco Discovery Protocol（CDP）バージョン 1 およびバージョン 2 により、ネットワーク トポロ
ジーの検出と、ネットワーク上の他のシスコ デバイスとスイッチ間のマッピングを行います。

• Network Time Protocol（NTP）により、外部ソースから全スイッチに一貫したタイムスタンプを
付加します。

• Cisco IOS File System（IFS）により、スイッチが使用するすべてのファイル システムに対する
単一のインターフェイスを実現します。

• 設定ログでは、スイッチ設定の変更内容の記録と表示が行われます。

• 一意のデバイス識別情報では、show inventoryユーザ EXEC コマンドの表示によって製品識別
情報が提供されます。

• Netscape Navigator や Microsoft Internet Explorer ブラウザ セッションを介して、デバイス マネー
ジャを使用した帯域内管理が可能です。

• ネットワーク上の複数の CLI ベース セッションに対する、最大 16 の同時 Telnet 接続確立に
よって帯域内管理が可能です。

• ネットワーク上の複数の CLI ベース セッションに対する、最大 5 つの同時暗号化 SSH 接続の
確立によって帯域内管理が可能です（ソフトウェア IP ベース イメージおよび IP サービス イ
メージの暗号化バージョンが必要）。

• SNMP バージョン 1、2c、3 の get および set 要求を使用して帯域内管理が可能です。

• スイッチのコンソール ポートから、直接接続された端末、またはシリアル接続またはモデム経
由でのリモート端末へのアクセスによって帯域外管理が可能です。

• Secure Copy Protocol（SCP）機能では、スイッチ設定またはスイッチ イメージ ファイルをセ
キュアな認証方法でコピーできます（ソフトウェア IP ベース イメージおよび IP サービス イ
メージの暗号化バージョンが必要）。

（注） 管理インターフェイスの詳細については、「ネットワーク構成の例」（p.1-15）を参照してください。

アベイラビリティ機能および冗長性機能

次のアベイラビリティ機能と冗長性機能があります。

• HSRP により、コマンド スイッチとレイヤ 3 ルータの冗長性を確立します。

• 自動スタック マスター再選択により、使用不能になったスタック マスターを交換します
（フェールオーバーのサポート）。

新たに選択されたスタック マスターは、1 秒以内にレイヤ 2 トラフィックの受信を開始し、3
～ 5 秒以内にレイヤ 3 トラフィックの受信を開始します。

• クロススタック EtherChannel により、スイッチ スタック全体で冗長リンクが提供されます。

• UniDirectional Link Detection（UDLD; 単一方向リンク検出）およびアグレッシブ UDLD が、不
適切な光ファイバ配線またはポート障害によって生じる光ファイバ インターフェイス上の単
一方向リンクを検出しディセーブルにします。
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• IEEE 802.1D Spanning-Tree Protocol（STP; スパニングツリー プロトコル）により、冗長バック
ボーン接続およびループフリー ネットワークを実現します。STP には次の機能があります。

－ 最大 128 のスパニングツリー インスタンスをサポート

－ Per-VLAN Spanning-Tree Plus（PVST+）による VLAN 間のロードバランシング

－ Rapid PVST+ による VLAN 間のロードバランシングとスパニングツリー インスタンスの
高速コンバージェンス

－ UplinkFast、クロススタック UplinkFast、および BackboneFast によって、スパニングツリー
トポロジーの変更後に高速コンバージェンスを実行し、ギガビット アップリンクおよびク
ロス スタック ギガビット アップリンクなどの冗長アップリンク間のロードバランシング
を達成

• IEEE 802.1s Multiple Spanning-Tree Protocol（MSTP）が、複数の VLAN をスパニングツリー イ
ンスタンスにグループ化し、データ トラフィックとロードバランシング用の複数の転送パスを
提供します。さらに、IEEE 802.1w Rapid Spanning-Tree Protocol（RSTP）に基づいて Rapid
Per-VLAN Spanning-Tree plus（Rapid-PVST+）が、ルートと Designated Port（DP; 指定ポート）
を即座にフォワーディング ステートに移行することでスパニング ツリーの高速コンバージェ
ンスを実行します。

• PVST+、Rapid-PVST+、および MSTP モードで利用できるオプションのスパニングツリー機能
は次のとおりです。

－ PortFast ― ポートをブロッキング ステートからフォワーディング ステートに即時に移行
することで転送遅延を解消

－ BPDU ガード ― Bridge Protocol Data Unit（BPDU; ブリッジ プロトコル データ ユニット）
を受信する PortFast 対応ポートをシャットダウン

－ BPDU フィルタリング ― PortFast 対応ポートが BPDU を送受信するのを防止

－ ルート ガード機能 ― ネットワーク コア外のスイッチがスパニングツリー ルートとして使
用されるのを防止

－ ループ ガード ― 単一方向リンクとなる障害によって代替またはルート ポートが DP とし
て使用されるのを防止

• 等価コスト ルーティングにより、リンク レベルとスイッチ レベルの冗長性を確立します。

• Flex Link レイヤ 2 インターフェイスは、STP に代わって基本リンク冗長用に互いにバックアッ
プします。

• Cisco RPS 300 と Cisco RPS 675 を使用した RPS サポートにより、電力供給の信頼性をさらに強
化します。

VLAN 機能
次の VLAN 機能があります。

• 最大 1005の VLAN をサポートし、適切なネットワーク リソース、トラフィック パターン、お
よび帯域に対応付けられた VLAN にユーザを割り当てます。

• IEEE 802.1Q 規格によって許可された 1 ～ 4094 の範囲の VLAN ID をサポートします。

• VLAN Query Protocol（VQP） ― ダイナミック VLAN メンバーシップ対応

• 全ポートでの Inter-Switch Link（ISL; スイッチ間リンク）および IEEE 802.1Q トランキング カ
プセル化によるネットワークの移動、追加、変更、ブロードキャストおよびマルチキャスト ト
ラフィックの管理と制御、高度なセキュリティを要するユーザやネットワーク リソースに対し
て VLAN グループを作成することによるネットワーク セキュリティを実現します。

• Dynamic Trunking Protocol（DTP） ― 2 つのデバイス間のリンクでのトランキングのネゴシエー
ション、および使用するトランキング カプセル化タイプ（IEEE 802.1Q または ISL）のネゴシ
エーションを行います。

• VLAN Trunk Protocol（VTP）および VTP プルーニング ― フラッディングしたトラフィックを
そのトラフィックの受信先に通じるリンクに限定することにより、ネットワーク トラフィック
を削減します。
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• 音声 VLAN ― Cisco IP Phone からの音声トラフィック用のサブネットを作成します。

• VLAN 1 の最小化 ― VLAN 1 を任意の個々の VLAN トランク リンクでディセーブル化するこ
とで、スパニングツリー ループまたはストームのリスクを軽減。この機能をイネーブルにする
と、ユーザ トラフィックはトランク上では送受信されません。スイッチ CPU は、引き続き制
御プロトコル フレームを送受信します。

• プライベート VLAN ― VLAN スケーラビリティ問題に対応します。より制限された IP アドレ
スを割り当て、スイッチ上で、レイヤ 2 ポートを他のポートから切り離します。

セキュリティ機能

スイッチは、次のセキュリティ機能を備えた状態で出荷されます。

• パスワードによって保護される管理インターフェイス（デバイス マネージャ、Network 
Assistant、および CLI）への読み取り専用および読み書きアクセス（設定の不正変更を防止す
るため）

• セキュリティ レベル、通知、および対応動作を選択できるマルチレベルのセキュリティ

• セキュリティ確保のためのスタティック MAC アドレス指定

• 同一スイッチ上の DP へのトラフィック転送を制限する保護ポート オプション

• ポート セキュリティ オプションにより、ポートへのアクセスを許可されたステーションの
MAC アドレスを制限および識別

• ポート上のセキュア アドレス用にエージング タイムを設定するためのポート セキュリティ
エージング

• BPDU ガードが、無効な設定の発生時に PortFast が設定されたポートをシャットダウン

• 標準および拡張 IP ACL により、ルーテッド インターフェイス（ルータ ACL）と VLAN の両方
向およびレイヤ 2 インターフェイス（ポート ACL）の受信方向に関するセキュリティ ポリシー
を定義

• 拡張 MAC ACL により、レイヤ 2 インターフェイスの受信方向に関するセキュリティ ポリシー
を定義

• VLAN ACL（VLAN マップ）により、MAC、IP、および TCP/UDP ヘッダー内の情報に基づく
トラフィックのフィルタリングが実行され、VLAN 内のセキュリティを確保

• 送信元および宛先 MAC ベースの ACL により、非 IP トラフィックをフィルタリング処理

• IPv6 トラフィックをフィルタするためにインターフェイスに適用する IPv6 ACL

• DHCP スヌーピングにより、信頼できないホストおよび DHCP サーバ間の信頼できない DHCP
メッセージをフィルタリング処理

• IP ソース ガードにより、DHCP スヌーピング データベース、および IP ソース バインディング
に基づいてフィルタリングすることで、非ルーテッド インターフェイスでトラフィックを制限

• ダイナミック Address Resolution Protocol（ARP）検査により、無効な ARP 要求および応答を同
じ VLAN 内の他のポートにリレーしないことで、スイッチ上の悪意ある攻撃を排除

• サービス プロバイダー ネットワーク経由のリモート サイトにユーザを持つカスタマーが、他
のカスタマーとの VLAN の分離を維持するための IEEE 802.1Q トンネリング、およびすべての
ユーザの STP、CDP、および VTP 情報をカスタマー ネットワークで確実に取得するためのレ
イヤ 2 プロトコル トンネリング

• レイヤ 2 ポイントツーポイント トンネリングにより、EtherChannel を自動作成

• レイヤ 2 プロトコル トンネリング バイパス機能により、サードパーティ ベンダーとのインター
オペラビリティを実現

• IEEE 802.1x ポートベースの認証により不正なデバイス（クライアント）がネットワークにアク
セスするのを防止。次の機能がサポートされています。

－ VLAN 割り当て ― IEEE 802.1x 認証ユーザを特定の VLAN に制限

－ ポート セキュリティ ― IEEE 802.1x ポートへのアクセスを制御

－ 音声 VLAN ― ポートが許可ステートか未許可ステートであるかにかかわらず、Cisco IP
Phone の音声 VLAN へのアクセスを許可
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－ ゲスト VLAN ― 非 802.1x 準拠のユーザに限定されたサービスを提供

－ IEEE 802.1x に準拠しているが、標準 IEEE 802.1x プロセスによる認証のための証明書を持
たないユーザに限定されたサービスを提供する制限付き VLAN

－ IEEE 802.1x アカウンティング ― ネットワークの使用を監視

－ wake-on-LAN を含む IEEE 802.1x ― 特定のイーサネット フレームの受信に基づき、休止 PC
の電源を投入

• Terminal Access Controller Access Control System Plus（TACACS+）により、TACACS サーバを介
してネットワーク セキュリティを管理

• RADIUS により、Authentication, Authorization, and Accounting（AAA; 認証、許可、アカウンティ
ング）サービスを使用して、リモートユーザの ID の検証、アクセスの許可、アクションの追
跡を実行

• Kerberos セキュリティ システムにより、信頼できるサードパーティを使用して、ネットワーク
リソースへの要求を認証（ソフトウェア IP ベース イメージおよび IP サービス イメージの暗号
化バージョンが必要）

• Secure Socket Layer（SSL）バージョン 3.0 により、HTTP1.1 サーバの認証、暗号化、メッセー
ジ整合性および HTTP クライアントの認証をサポートして、セキュアな HTTP 通信を許可（ソ
フトウェア IP ベース イメージおよび IP サービス イメージの暗号化バージョンが必要）

QoS および CoS 機能
次の QoS 機能と CoS 機能があります。

• 自動 QoS により、トラフィックの分類と出力キューの設定を自動化し既存の QoS 機能の展開
を簡略化

• クロススタック QoS により、個々のスイッチ単位ではなく、スイッチ スタック内のすべての
スイッチに QoS 機能を設定

• 分類

－ ポート単位の IP Type of Service/Differentiated Services Code Point（IP ToS/DSCP）および IEEE
802.1p Class of Service（CoS; サービス クラス）プライオリティ マーキング ― ポート単位
でのミッションクリティカルなアプリケーションのパフォーマンスを保護

－ フローベースのパケット分類（MAC、IP、および TCP/UDP ヘッダー内の情報に基づく分
類）に基づく IP ToS/DSCP および IEEE 802.1p CoS マーキング ― ネットワーク エッジでの
高性能な QoS を実現し、各種ネットワーク トラフィックに応じて区別化したサービス レ
ベルを可能にし、ネットワーク内のミッションクリティカルなトラフィックを優先

－ ポート信頼状態 ― QoS ドメイン内のポート、および別の QoS ドメインとの境界ポートに
おける状態（CoS、DSCP、および IP precedence）

－ 信頼境界機能 ― Cisco IP Phone の存在を検出し、受信した CoS 値を信頼して、ポート セ
キュリティを確保

• ポリシング

－ スイッチ ポートに関するトラフィックポリシング ポリシー ― 特定のトラフィック フロー
に割り当てるポート帯域幅を管理

－ Cisco IOS Release 12.2(25)SED 以降では、階層ポリシー マップ用に複数のクラス マップを
設定すると、各クラス マップを自身のポート レベル（第 2 レベル）ポリシー マップに関
連付けることができます。各第 2 レベル ポリシー マップは異なるポリサーを有することが
できます。

－ 集約ポリシング ― 特定のアプリケーションまたはトラフィック フローを、規定または事
前定義されたレートに制限する、トラフィック フロー全体のポリシング

• 不適合パケット

－ 帯域利用率限度を超える（不適合）パケットに対するマークダウン
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• 入力キューイングおよびスケジューリング

－ ユーザ トラフィック用の 2 つの設定可能な入力キュー（1 つはプライオリティキューとし
て使用可能）

－ Weighted Tail Drop（WTD; 重み付きテール ドロップ） ― キューの長さを管理し、異なるト
ラフィック分類ごとに廃棄優先順位を決定する輻輳回避メカニズム

－ Shaped Round Robin（SRR; シェイプド ラウンド ロビン） ― パケットがキューからスタック
リングへ送出されるときのレートを決定するスケジューリング サービス（入力キューでサ
ポートされる唯一のモードはシェアリング）

• 出力キューとスケジューリング

－ ポートあたり 4 つの出力キュー

－ WTD ― キューの長さを管理し、異なるトラフィック分類ごとに廃棄優先順位を決定する
輻輳回避メカニズム

－ SRR ― パケットがキューから出力インターフェイスへ送出されるときのレートを決定す
るスケジューリング サービス（出力キューでは、シェーピングまたはシェアリングをサ
ポート）。シェイプド出力キューは保証されますが、割り当てられたポート帯域幅の使用に

制限されています。また、シェアド出力キューも設定済みの帯域幅の割り当てが保証され

ていますが、他のキューが空でその帯域幅の割り当て分を使用していない場合には保証以

上の帯域幅を使用できます。

レイヤ 3 機能
次のレイヤ 3 機能があります。

（注） ここで説明する一部の機能は、IP サービス イメージのみで使用できます。

• レイヤ 3 ルータの冗長性のための HSRP

• IP ルーティング プロトコルによるロードバランシングとスケーラブルなルーテッド バック
ボーンの構築

－ RIP バージョン 1 および 2

－ OSPF（IPサービス イメージが必要）

－ EIGRP（IP サービス イメージが必要）

－ Border Gateway Protocol（BGP）バージョン 4（IP サービス イメージが必要）

• 複数の VLAN 間の完全レイヤ 3 ルーティング対応の IP ルーティング（VLAN 間ルーティング）
により、各 VLAN が独自の自律データリンク ドメインを維持

• Policy-Based Routing（PBR; ポリシー ベース ルーティング）により、トラフィック フローに定
義済みポリシーを設定

• カスタマー エッジ デバイスの複数の VPN ルーティング /転送（マルチ VRF）インスタンスに
より、サービス プロバイダーは、複数の Virtual Private Network（VPN; 仮想私設網）をサポー
トし、VPN 間の IP アドレスを重複させることが可能（IP サービス イメージが必要）

• 代替ブリッジングによる複数の VLAN 間での非 IP トラフィックの転送（IP サービス イメージ
が必要）

• ネットワーク パス情報のルーティング テーブルを手動で作成するためのスタティック IP ルー
ティング

• 等価コスト ルーティングによるロードバランシングおよび冗長構成

• Internet Control Message Protocol（ICMP）および ICMP Router Discovery Protocol（IRDP）により、
ルータのアドバタイズおよびルータ請求メッセージを使用して、直接接続サブネット上のルー

タのアドレスを検索
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• Protocol-Independent Multicast（PIM）によるネットワーク内マルチキャスト ルーティング。こ
れにより、ネットワーク内のデバイスは要求されたマルチキャスト フィードの受信が可能にな
り、マルチキャストに参加しないスイッチのプルーニングが可能になります。PIM sparse mode
（PIM-SM;PIM sparse［疎］モード）、PIM dense mode（PIM-DM;PIM dense［密］モード）、およ
び PIM sparse-dense モードのサポートも含まれます（IP サービス イメージが必要）。

• Multicast Source Discovery Protocol（MSDP）により、複数の PIM-SM ドメインを接続（IP サー
ビス イメージが必要）

• Distance Vector Multicast Routing Protocol（DVMRP）トンネリングにより、非マルチキャスト
ネットワーク間の 2 つのマルチキャスト対応ネットワークを相互接続（IP サービス イメージが
必要）

• DHCP リレーによる、IP アドレス要求など DHCP クライアントからの UDP ブロードキャスト
の転送

• IPv6 ユニキャスト ルーティング機能により、設定済みのインターフェイスで IPv6 トラフィッ
クを転送（拡張 IP サービス イメージが必要）

• Nonstop forwarding（NSF）認識。プライマリ Route Processor（RP; ルート プロセッサ）が障害
を起こし、バックアップ RP があとを引き継いでいる場合、または無停止でソフトウェアをアッ
プグレードするためにプライマリ RP を手動でリロードする場合でも、レイヤ 3 スイッチは
NSF 対応の近接ルータからパケットを転送し続けることが可能（IP サービス イメージが必要）

Power over Ethernet 機能
次の Power over Ethernet（PoE）機能があります。

• 回路に電力が供給されていないことをスイッチが検知した場合に、PoE 対応ポートから、接続
されているシスコの先行標準および IEEE 802.3af 準拠の受電装置に電力を供給する機能

• 消費電力付き CDP のサポート受電装置は、消費している電力量をスイッチに通知します。

• シスコのインテリジェント電力管理のサポート。受電装置とスイッチは、電力ネゴシエーショ

ン CDP メッセージを介して承認される消費電力レベルをネゴシエーションします。ネゴシエー
ションにより、高出力のシスコ受電装置は最高の電力モードで稼働できます。

• 自動検出およびパワー バジェット機能 ― スイッチはパワー バジェットを維持しながら、電力
に対する要求をモニタおよび追跡し、可能な場合にのみ電力を供給します。

モニタ機能

次のモニタ機能があります。

• スイッチ LED による、ポート レベル、スイッチ レベル、およびスタック レベルのステータス
確認

• MAC アドレス通知トラップと RADIUS アカウンティング ― スイッチが確認または削除した
MAC アドレスの保存による、ネットワークのユーザ追跡

• Switched Port Analyzer（SPAN; スイッチド ポート アナライザ）および Remote SPAN（RSPAN）
による、任意ポートまたは VLAN のトラフィック モニタリング

• Intrusion Detection System（IDS; 侵入検知システム）における SPAN および RSPAN のサポート
― ネットワーク セキュリティ違反のモニタ、撃退、およびレポート

• 組み込み RMON エージェントの 4 つのグループ（履歴、統計、アラーム、イベント）による、
ネットワーク モニタとトラフィック分析

• Syslog 機能による、認証または許可エラー、リソースの問題、およびタイムアウト イベントに
関するシステム メッセージのロギング

• レイヤ 2 traceroute ― パケットが送信元デバイスから宛先デバイスへ送られる物理パスを識別

• Time Domain Reflector（TDR） ― イーサネット 10/100/1000 ポートにおける銅線ケーブル接続に
関する問題の診断および解決

• SFP モジュール診断管理インターフェイス ― SFP モジュールの物理または動作ステータスを
モニタ
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初期スイッチ設定後のデフォルト設定値

スイッチはプラグアンドプレイ対応として設計されているため、ユーザは基本 IP 情報をスイッチ
に割り当て、それをネットワーク内の他のデバイスに接続する必要しかありません。特定のネット

ワーク ニーズがある場合には、インターフェイス固有の設定値やシステムおよびスタック全体の設
定値を変更できます。

（注） ブラウザベースの Express Setup プログラムによる IP アドレスの割り当てについては、『Getting
Started Guide』を参照してください。CLI ベースの Express Setup プログラムによる IP アドレスの割
り当てについては、『Getting Started Guide』を参照してください。

スイッチをまったく設定しなかった場合は、スイッチは次のデフォルト設定で動作します。

• デフォルト スイッチ IP アドレス、サブネット マスク、デフォルト ゲートウェイは 0.0.0.0 で
す。詳細については、第 3 章「スイッチの IP アドレスおよびデフォルト ゲートウェイの割り
当て」および第 22 章「DHCP 機能および IP ソース ガードの設定」を参照してください。

• デフォルト ドメイン名が設定されていません。詳細については、第 3 章「スイッチの IP アド
レスおよびデフォルト ゲートウェイの割り当て」を参照してください。

• DHCP クライアントおよび DHCP サーバはイネーブルに設定されています（DHCP サーバとし
て動作するデバイスが設定されていて、イネーブルの場合にのみ）。DHCP リレー エージェン
トはイネーブルに設定されています（DHCP リレー エージェントとして動作するデバイスが設
定されていて、イネーブルの場合にのみ）。詳細については、第 3 章「スイッチの IP アドレス
およびデフォルト ゲートウェイの割り当て」および第 22 章「DHCP 機能および IP ソース ガー
ドの設定」を参照してください。

• スイッチ スタックはイネーブルに設定されています（設定変更できません）。詳細については、
第 5 章「スイッチ スタックの管理」を参照してください。

• スイッチ クラスタはディセーブルに設定されています。スイッチ クラスタの詳細については、
第 6 章「スイッチのクラスタ設定」および Cisco.com から入手できる『Getting Started with Cisco
Network Assistant』を参照してください。

• パスワードは定義されていません。詳細については、第 7 章「スイッチの管理」を参照してく
ださい。

• システム名とプロンプトは Switch です。詳細については、第 7 章「スイッチの管理」を参照し
てください。

• NTP はイネーブルに設定されています。詳細については、第 7 章「スイッチの管理」を参照し
てください。

• DNS はイネーブルに設定されています。詳細については、第 7 章「スイッチの管理」を参照し
てください。

• TACACS+ はディセーブルに設定されています。詳細については、第 9 章「スイッチベースの
認証の設定」を参照してください。

• RADIUS はディセーブルに設定されています。詳細については、第 9 章「スイッチベースの認
証の設定」を参照してください。

• 標準 HTTP サーバおよび SSL HTTPS サーバは、いずれもイネーブルに設定されています。詳
細については、第 9 章「スイッチベースの認証の設定」を参照してください。

• IEEE 802.1x はディセーブルに設定されています。詳細については、第 10 章「IEEE 802.1x ポー
トベースの認証の設定」を参照してください。

• ポート パラメータ

－ 動作モードは、レイヤ 2（switchport）です。詳細については、第 11 章「インターフェイス
特性の設定」を参照してください。
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－ インターフェイス速度およびデュプレックス モードは自動ネゴシエーションに設定され
ています。詳細については、第 11 章「インターフェイス特性の設定」を参照してください。

－ 自動 MDIX がイネーブルに設定されています。詳細については、第 11 章「インターフェ
イス特性の設定」を参照してください。

（注） Cisco IOS Release 12.2(18)SE より以前のリリースでは、Auto-MDIX のデフォルト設
定はディセーブルです。

－ フロー制御は off に設定されています。詳細については、第 11 章「インターフェイス特性
の設定」を参照してください。

－ PoE は自動ネゴシエーションに設定されています。詳細については、第 11 章「インター
フェイス特性の設定」を参照してください。

• Smartport マクロは定義されていません。詳細については、第 12 章「SmartPort マクロの設定」
を参照してください。

• VLAN

－ デフォルト VLAN は VLAN 1 です。詳細については、第 13 章「VLAN の設定」を参照し
てください。

－ VLAN トランキング設定は dynamic auto（DTP）です。詳細については、第 13 章「VLAN
の設定」を参照してください。

－ トランク カプセル化はネゴシエーションです。詳細については、第 13 章「VLAN の設定」
を参照してください。

－ VTP モードがサーバです。詳細については、第 14 章「VTP の設定」を参照してください。

－ VTP バージョンはバージョン 1 です。詳細は、第 14 章「VTP の設定」を参照してください。

－ プライベート VLAN は設定されていません。詳細については、第 16 章「プライベート
VLAN の設定」を参照してください。

－ 音声 VLAN はディセーブルに設定されています。詳細については、第 15 章「音声 VLAN
の設定」を参照してください。

• IEEE 802.1Q トンネリングおよびレイヤ 2 プロトコル トンネリングはディセーブルに設定され
ています。詳細については、第 17 章「IEEE 802.1Q およびレイヤ 2 プロトコル トンネリングの
設定」を参照してください。

• STP の場合、PVST+ は VLAN 1 でイネーブルに設定されています。詳細については、第 18 章
「STP の設定」を参照してください。

• MSTP はディセーブルに設定されています。詳細については、第 19 章「MSTP の設定」を参照
してください。

• オプションのスパニングツリー機能はディセーブルに設定されています。詳細については、第

20 章「オプションのスパニングツリー機能の設定」を参照してください。

• Flex Link は設定されていません。詳細については、第 21 章「Flex Link および MAC アドレス
テーブル移動更新機能の設定」を参照してください。

• DHCP スヌーピングはディセーブルに設定されています。DHCP スヌーピング情報オプション
はイネーブルに設定されています。詳細については、第 22 章「DHCP 機能および IP ソース ガー
ドの設定」を参照してください。

• IP ソース ガードはディセーブルに設定されています。詳細については、第 22 章「DHCP 機能
および IP ソース ガードの設定」を参照してください。

• ダイナミック ARP 検査は、すべての VLAN でディセーブルに設定されています。詳細につい
ては、第 23 章「ダイナミック ARP 検査の設定」を参照してください。

• IGMP スヌーピングはイネーブルに設定されています。IGMP フィルタは適用されません。詳
細については、第 24 章「IGMP スヌーピングおよび MVR の設定」を参照してください。
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• IGMP スロットリング設定は拒否されます。詳細については、第 24 章「IGMP スヌーピングお
よび MVR の設定」を参照してください。

• IGMP スヌーピング クエリア機能はディセーブルに設定されています。詳細については、第 24
章「IGMP スヌーピングおよび MVR の設定」を参照してください。

• MVR はディセーブルに設定されています。詳細については、第 24 章「IGMP スヌーピングお
よび MVR の設定」を参照してください。

• ポートベースのトラフィック

－ ブロードキャスト、マルチキャスト、およびユニキャスト ストーム制御はディセーブルに
設定されています。詳細については、第 25 章「ポートベースのトラフィック制御の設定」
を参照してください。

－ 保護ポートは定義されていません。詳細については、第 25 章「ポートベースのトラフィッ
ク制御の設定」を参照してください。

－ ユニキャストおよびマルチキャスト トラフィック フラッディングはブロックされません。
詳細については、第 25 章「ポートベースのトラフィック制御の設定」を参照してください。

－ セキュア ポートは設定されていません。詳細については、第 25 章「ポートベースのトラ
フィック制御の設定」を参照してください。

• CDP はイネーブルに設定されています。詳細については、第 26 章「CDP の設定」を参照して
ください。

• UDLD はディセーブルに設定されています。詳細については、第 27 章「UDLD の設定」を参
照してください。

• SPAN および RSPAN はディセーブルに設定されています。詳細については、第 28 章「SPAN
および RSPAN の設定」を参照してください。

• RMON はディセーブルに設定されています。詳細については、第 29 章「RMON の設定」を参
照してください。

• Syslog メッセージはイネーブルに設定され、コンソール上で表示されます。詳細については、
第 30 章「システム メッセージ ロギングの設定」を参照してください。

• SNMP はイネーブルに設定されています（バージョン 1）。詳細については、第 31 章「SNMP
の設定」を参照してください。

• ACL は設定されていません。詳細については、第 32 章「ACL によるネットワーク セキュリ
ティの設定」を参照してください。

• QoS はディセーブルに設定されています。詳細については、第 33 章「QoS の設定」を参照し
てください。

• EtherChannel は設定されていません。詳細については、第 34 章「EtherChannel の設定」を参照
してください。

• IP ユニキャスト ルーティングはディセーブルに設定されています。詳細については、第 35 章
「IP ユニキャスト ルーティングの設定」を参照してください。

• HSRP グループは設定されていません。詳細については、第 39 章「HSRP の設定」を参照して
ください。

• IP マルチキャスト ルーティングはすべてのインターフェイス上でディセーブルです。詳細につ
いては、第 40 章「IP マルチキャスト ルーティングの設定」を参照してください。

• MSDP はディセーブルに設定されています。詳細については、第 41 章「MSDP の設定」を参照
してください。

• 代替ブリッジングは設定されていません。詳細については、第 42 章「代替ブリッジングの設
定」を参照してください。
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ネットワーク構成の例

ここでは、ネットワーク構成の概要について説明し、スイッチを使用して専用ネットワーク セグメ
ントを作成し、ファスト イーサネットおよびギガビット イーサネット接続でセグメントを相互接
続する例を示します。

• スイッチの使用についての設計概要（p.1-15）

• Catalyst 3750スイッチを使用する中小規模のネットワーク（p.1-20）

• Catalyst 3750スイッチによる大規模ネットワーク（p.1-21）

• Catalyst 3750 スイッチによる集合住宅ネットワーク（p.1-22）

• 長距離、広帯域幅伝送の構成（p.1-24）

スイッチの使用についての設計概要

ネットワーク帯域に対するネットワーク ユーザの需要が高くなると、データの送受信に時間がかか
ります。ネットワークを設計する場合は、ネットワーク ユーザに必要な帯域幅、およびユーザが使
用するネットワーク アプリケーションの相対的なプライオリティを考慮してください。

表 1-1に、ネットワーク パフォーマンスが低下する原因、およびネットワーク ユーザの使用可能帯
域幅が増大するネットワークの設計方法を示します。

ネットワークの設計で考慮しなければならない事項は、帯域幅だけに限りません。ネットワークの

トラフィック プロファイルの改善に伴い、音声とデータの統合、マルチメディア統合、アプリケー
ション優先順位付け、セキュリティなどのアプリケーションをサポートするネットワーク サービス
の提供を考慮してください。表 1-2に、ネットワークの需要例とその需要への対応策を示します。

表 1-1 ネットワーク パフォーマンスの向上

ネットワークの需要 推奨する設計方法

1 つのネットワーク セグメントのユー
ザ数が多すぎ、インターネットにアク

セスするユーザ数が増加している

• 小規模なネットワーク セグメントを作成し、帯域幅の共有ユーザ数を減ら
します。VLAN および IP サブネットを使用して、ネットワーク リソース
を、そのリソースを最も多く利用しているユーザの論理ネットワークに配

置します。

• スイッチと接続先ワークステーション間を全二重モードで接続します。

• 新しい PC、ワークステーション、
およびサーバの消費電力が増加し

ている

• ネットワーク アプリケーション
（大容量の添付ファイルのある E
メールなど）および帯域幅を多用

するアプリケーション（マルチメ

ディアなど）の帯域幅需要が高い

• グローバル リソース（ネットワーク ユーザが同等アクセスを必要とする
サーバおよびルータなど）を高速スイッチ ポートに直接接続し、ユーザ独
自の高速セグメントを作成します。

• スイッチと接続先のサーバおよびルータ間で EtherChannel の機能を適用し
ます。
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スイッチおよびスイッチ スタックを使用して、以下を作成できます。

• コスト効率の高い配線クローゼット（図 1-1） ― 多数のユーザを配線クローゼットに接続する
コスト効率の高い手法は、最大 9 台の Catalyst 3750 スイッチからなるスイッチ スタックを配備
することです。スタック内の 1 台のスイッチに障害が生じた場合にスイッチ接続を維持するに
は、ハードウェア インストレーション ガイドで推奨されるとおりにスイッチを接続し、クロ
ススタック Etherchannel またはクロススタック UplinkFast のいずれかをイネーブルにします。

表 1-2 ネットワーク サービスの提供

ネットワークの需要 推奨する設計方法

マルチメディア アプリケーション
用の効率的な帯域幅の使用と重要

アプリケーション用に保証された

帯域幅

• IGMP スヌーピングを利用して、マルチメディアおよびマルチキャスト トラ
フィックを効率的に転送します。

• パケット分類、マーキング、スケジューリング、輻輳回避などの QoS メカニ
ズムを使用して、該当するプライオリティ レベルでトラフィックを分類し、こ
れによってフレキシビリティを最大限にし、ミッションクリティカル、ユニ

キャスト、マルチキャスト、およびマルチメディア アプリケーションをサポー
トします。

• オプションの IP マルチキャスト ルーティングを使用して、マルチキャスト ト
ラフィックに適したネットワークを設計します。

• MVR を使用して、マルチキャスト VLAN 内でマルチキャスト ストリームを継
続的に送信しながら、帯域およびセキュリティを確保するため加入者 VLAN か
らストリームを隔離します。

常時稼働しているミッションクリ

ティカル アプリケーションを実現
するため、ネットワークの冗長性と

可用性に対する需要が高まってい

る

• スタック マスターに障害が生じた場合、すべてのスタック メンバーがスタッ
ク マスターの代わりに機能できるスイッチ スタックを使用します。すべての
スタック メンバーが、スイッチ スタックの保存済み実行コンフィギュレー
ション ファイルの同期化されたコピーを持っています。

• クロススタック EtherChannel を使用すると、スイッチ スタック全体で冗長リン
クを提供します。

• HSRP を使用して、クラスタ コマンド スイッチとルータの冗長構成を確立しま
す。

• VLAN トランク、クロススタック UplinkFast、および BackboneFast を使用して、
アップリンク ポート上でトラフィックのロードバランシングを実行し、VLAN
トラフィックの転送時にポート コストが低いアップリンク ポートが選択され
るようにします。

IP テレフォニーの需要が増加して
いる

• QoS を使用して、輻輳時に IP テレフォニーなどのアプリケーションが優先処
理されるようにし、ネットワーク上の遅延およびジッタの両方を制御します。

• 各ポートで最低 2 つのキューがサポートされるスイッチを使用し、IEEE 
802.1p/Q に基づいて、音声トラフィックおよびデータ トラフィックにハイ プ
ライオリティまたはロー プライオリティを適用します。スイッチは、ポートご
とに少なくとも 4 つのキューをサポートしています。

• Voice VLAN ID（VVID; 音声 VLAN ID）を使用して、音声トラフィックごとに
個別の VLAN を提供します。

既存のインフラを使用した、自宅ま

たはオフィスからインターネット

またはイントラネットへのデータ

および音声の高速伝送の需要が増

加している

Catalyst Long-Reach Ethernet（LRE）スイッチを使用して、既存の電話回線などの既
存インフラ上で最大 15 MB の IP 接続を実現します。

（注） LRE は、Catalyst 2900 LRE XL と Catalyst 2950 LRE スイッチで使用されて
いるテクノロジーです。LRE の情報については、これらのスイッチのマニュ
アルを参照してください。
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スイッチ スタック内の SFP モジュールを使用して、Catalyst 4500 や Catalyst 3750-12S ギガビッ
ト スイッチなどのギガビット バックボーン スイッチへの冗長アップリンク接続を確立できま
す。ファスト イーサネット、ギガビット、または EtherChannel の各リンクを使用してバック
アップ パスを作成することもできます。冗長接続のいずれか一方に障害が発生しても、もう一
方がバックアップ パスとして機能します。ギガビット スイッチがクラスタ対応の場合は、そ
のスイッチとスイッチ スタックを 1 つのスイッチ クラスタとして設定し、単一の IP アドレス
を使ってそれらを管理できます。1000BASE-T 接続を使用して、ギガビット スイッチをギガ
ビット サーバへ接続できます。

図 1-1 コスト効率の高い配線クローゼット

• 高性能配線クローゼット（図 1-2） ― ネットワーク リソースへ高速アクセスする場合、アクセ
ス レイヤで Catalyst 3750 スイッチとスイッチ スタックを使用すると、デスクトップにギガビッ
ト イーサネットを設定できます。輻輳を防止するには、このスイッチに対して QoS DSCP マー
キング プライオリティを使用します。ディストリビューション層で高速 IP 転送を実現するに
は、アクセス層のスイッチを、Catalyst 4500 ギガビット スイッチや Catalyst 6500 ギガビット ス
イッチなどのバックボーン内のギガビット マルチレイヤ スイッチに接続します。

この構成の各スイッチで、ユーザは、ネットワーク リソースへの 1 Gbps 専用接続を得られま
す。また、SFP モジュールを使用すれば、光ファイバ接続を介した柔軟なメディア オプション
と距離オプションを選択できます。
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Catalyst 3750
 2 

StackWise

Catalyst
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7
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図 1-2 高性能配線クローゼット

• 冗長ギガビット バックボーン ― HSRP によって、2 つの Catalyst 3750G マルチレイヤ ギガビッ
トスイッチ間にバックアップ パスを作成して異なる VLAN およびサブネットのネットワーク
信頼性とロードバランシングを強化できます。また、HSRP によって、ネットワーク障害発生
時のネットワーク コンバージェンスも高速化されます。Catalyst スイッチは再びスター型構成
で、2 つの Catalyst 3750G マルチレイヤ バックボーン スイッチに接続できます。バックボーン
スイッチのいずれか一方に障害が生じても、もう一方のバックボーン スイッチが、スイッチと
ネットワーク リソース間の接続を維持します。

図 1-3 冗長ギガビット バックボーン

• サーバ集約（図 1-4）と Linux サーバ クラスタ（図 1-5） ― スイッチとスイッチ スタックを使
用して、サーバ グループを相互接続し、ネットワークの物理的なセキュリティと管理を一元化
できます。ディストリビューション層の高速 IP 転送を実現するには、アクセス層のスイッチを
ルーティング機能を持つマルチレイヤ スイッチに接続します。ギガビット相互接続は、データ
フローの遅延を最小限に抑えます。

スイッチの QoS とポリシングにより、必要に応じて、特定のデータ ストリームを優先的に処
理できます。これらの機能は、トラフィック ストリームを異なるパスへ分離して処理します。
スイッチのセキュリティ機能により、迅速なパケット処理が保証されます。

サーバ ラックからコアへの耐障害性は、冗長ギガビット EtherChannel とクロススタック
EtherChannel を有するデュアル スイッチ スタックに接続された、デュアル ホーミング サーバ
によって達成されます。
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スイッチのデュアル SFP モジュール アップリンクを使用すると、ネットワーク コアへの冗長
アップリンクを提供することができます。また、SFP モジュールを使用すれば、光ファイバ接
続を介した柔軟なメディア オプションと距離オプションを選択できます。

0.5 ～ 3 m までのさまざまな長さのスタック ケーブルが使用可能なため、複数のサーバ ラック
間のスイッチ スタックの接続を拡張して、複数のスタック集約を実現できます。

図 1-4 サーバ集約

図 1-5 Linux サーバ クラスタ
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Catalyst 3750スイッチを使用する中小規模のネットワーク
図 1-6に、最大 500 名の従業員が使用するネットワークの構成を示します。このネットワークは、2
台のルータへの高速接続を備えた Catalyst 3750 レイヤ 3 スイッチ スタックを使用しています。ま
た、ネットワーク信頼性とロードバランシングを実現するため、ルータとスイッチ スタック上で
HSRP がイネーブルになっています。これにより、ルータまたはスイッチのいずれかに障害が発生
した場合でも、インターネット、WAN、およびミッションクリティカルなネットワーク リソース
への接続が保証されます。スイッチは、より高速にフェールオーバーを実行するためにルーテッド

アップリンクを使用しています。また、負荷分散と冗長構成用に等価コスト ルーティングが設定さ
れています（レイヤ 2 スイッチ スタックは、負荷分散用にクロススタック EtherChannel を使用でき
ます）。

スイッチは、ワークステーション、ローカル サーバ、および IEEE 802.3af 準拠および非準拠の受電
装置（Cisco IP Phone 等）に接続されています。サーバ ファームには Cisco CallManager ソフトウェ
アが稼働するコール処理サーバが含まれています。Cisco CallManager はコール処理、ルーティング、
および Cisco IP Phone の機能と設定を制御します。スイッチはギガビット インターフェイスを介し
て相互接続されています。

このネットワークは、VLAN を使用してネットワークを論理的にセグメント化し、詳細に定義した
ブロードキャスト グループを作成して、セキュリティの管理を行っています。同じ VLAN 上に、
データ トラフィックおよびマルチメディア トラフィックが設定されています。Cisco IP Phone から
の音声トラフィックは、別個の VVID 上に設定されます。データ、マルチメディア、および音声ト
ラフィックが同じ VLAN に割り当てられている場合、設定できる VLAN は配線クローゼットあた
り 1 つだけです。

ある VLAN のエンド ステーションが別の VLAN にあるエンド ステーションと通信する必要がある
場合、ルータまたはレイヤ 3 スイッチが宛先 VLAN にトラフィックをルーティングします。この
ネットワークでは、スイッチ スタックが VLAN 間ルーティングを行います。スイッチ スタック上
の VLAN ACL（VLAN マップ）が VLAN 内セキュリティを設定し、不正ユーザがネットワークの
重要な領域にアクセスしないようにします。

スイッチ スタックは、VLAN 間ルーティング以外に、DSCP プライオリティなどの QoS メカニズム
を使用して各種ネットワーク トラフィックに優先順位を付けて、ハイプライオリティ トラフィッ
クを配信します。輻輳が発生した場合、QoS はロープライオリティ トラフィックを廃棄してハイプ
ライオリティ トラフィックを配信できるようにします。

Catalyst PoE スイッチに接続している先行標準および IEEE 802.3af 準拠の受電装置の場合、IEEE
802.1p/Q QoS によってデータ トラフィックにおける音声トラフィック転送プライオリティが指定
されます。

Catalyst PoE スイッチ ポートは、接続されているシスコの先行標準および IEEE 802.3af 準拠の受電
装置を自動的に検出します。各 PoE スイッチ ポートにはそれぞれ 15.4 W の電力が供給されます。
Cisco IP Phone などの受電装置は、AC 電源に接続されている場合も冗長電力を受けられます。
Catalyst PoE スイッチに接続されていない受電装置は、AC 電源に接続して電力を受ける必要があり
ます。

Cisco CallManager はコール処理、ルーティング、および Cisco IP Phone の機能と設定を制御します。
ユーザは Cisco SoftPhone ソフトウェアが稼働するワークステーションを使用して、PC からのコー
ルを発信、受信、制御できます。Cisco IP Phone、Cisco CallManager ソフトウェア、Cisco SoftPhone
ソフトウェアを使用すると、電話と IP ネットワークを統合でき、IP ネットワークでデータと音声
の両方を扱えるようになります。

VLAN 間ルーティングや他のネットワーク サービスを提供するマルチレイヤ スイッチを使用する
ことで、ルータは、ファイアウォール サービス、Network Address Translation（NAT; ネットワーク
アドレス変換）サービス、Voice over IP（VoIP）ゲートウェイ サービス、WAN およびインターネッ
ト アクセスに重点を置きます。
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図 1-6 コラプスト バックボーン構成の Catalyst 3750スイッチ スタック

Catalyst 3750スイッチによる大規模ネットワーク
配線クローゼット内のスイッチは、これまでレイヤ 2 専用デバイスでしたが、ネットワーク トラ
フィック プロファイルの改善に伴い、マルチキャスト管理やトラフィック分類などのマルチレイヤ
サービスを採用するケースが増えています。図 1-7に、配線クローゼットに Catalyst 3750マルチレ
イヤスイッチ スタックと、最大 10 の配線クローゼットを集約する Catalyst 6500 スイッチなどの 2
台のバックボーン スイッチのみを使用するネットワークの構成を示します。

配線クローゼットの各スイッチ スタックは、IGMP スヌーピングがイネーブルになっていて、効率
的にマルチメディアおよびマルチキャスト トラフィックを伝送します。帯域幅制限に基づいて不適
合トラフィックを廃棄またはマークする QoS ACL も、各スイッチ スタック上で設定されます。
VLAN マップは VLAN 内セキュリティを提供し、不正ユーザがネットワークの重要な部分にアクセ
スしないようにします。QoS 機能は、ポート単位またはユーザ単位で帯域幅を制限します。スイッ
チ ポートは trusted または untrusted で設定します。CoS 値、DSCP 値、または IP precedence を信頼
するように trusted ポートを設定できます。untrusted でポートを設定した場合は、ACL を使用し、
ネットワーク ポリシーに従ってフレームをマークできます。

各スイッチ スタックは、VLAN 間ルーティングを提供します。これらは、プロキシ ARP サービス
を提供して IP および MAC アドレスのマッピングを取得するので、ルータからこのタスクを取り除
き、WAN リンクでのこのタイプのトラフィックを削減します。また、各アップリンク ポートを
trusted ルーテッド アップリンクに設定し、アップリンク障害が生じた場合は高速コンバージェンス
を行うように設定して、バックボーン スイッチに対して冗長アップリンク接続を行います。

ルータおよびバックボーン スイッチでは、HSRP をイネーブルにして、ロードバランシングおよび
冗長接続を実行可能にし、ミッションクリティカルなトラフィックを保証します。
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図 1-7 バックボーン構成での配線クローゼットの Catalyst 3750スイッチスタック

Catalyst 3750 スイッチによる集合住宅ネットワーク
住宅地域および商業地域で、イーサネット Metropolitan-Area Networking（MAN; メトロポリタン エ
リア ネットワーク）への高速アクセスを必要とするユーザが増加しています。図 1-8 に、
Mini-Point-of-Presence（Mini-POP）においてマルチレイヤ スイッチ スタックを集約スイッチとして
使用したギガビット イーサネット MAN リング構成を示します。これらのスイッチは、1000BASE-X
SFP モジュール ポート経由で接続しています。

住宅用スイッチとして Catalyst 3750 スイッチを使用し、ユーザが MAN に高速接続できるようにし
ます。既存の電話回線による接続が必要なユーザの場合は、住宅用スイッチとして Catalyst 2900 LRE
XL または Catalyst 2950 LRE スイッチを使用できます。Catalyst 2900 LRE XL および Catalyst 2950
LRE スイッチは、別の住宅用スイッチまたは Catalyst 3750 集約スイッチに接続できます。Catalyst
Long-Reach Ethernet（LRE）スイッチの詳細については、これらのスイッチのマニュアルを参照し
てください。
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住宅用 Catalyst 3750 スイッチ（および使用されている場合、Catalyst 2950 LRE スイッチ）上のすべ
てのポートは、保護ポートおよび STP ルート ガード機能がイネーブルに設定された IEEE 802.1Q ト
ランクとして設定されています。保護ポート機能はスイッチ上の各ポートを孤立させることで、加

入者が他の加入者宛パケットを見ることができないようにして、セキュリティを確保します。STP
ルート ガードは、許可されていないデバイスが STP ルート スイッチとして使用されるのを防止し
ます。マルチキャスト トラフィックを管理するために、すべてのポートで IGMP スヌーピングまた
は CGMP がイネーブルに設定されています。Catalyst 3750 マルチレイヤ集約スイッチへのアップリ
ンク ポート上の ACL が、セキュリティと帯域幅の管理を行います。

集約スイッチおよびルータは、前出の例「Catalyst 3750スイッチを使用する中小規模のネットワー
ク」（p.1-20）および「Catalyst 3750スイッチによる大規模ネットワーク」（p.1-21）に記載されてい
るようなサービスを提供します。

図 1-8 MAN 構成の Catalyst 3750 スイッチ
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長距離、広帯域幅伝送の構成

図 1-9に、単一の光ファイバ ケーブルにおける 8 ギガビットのデータ伝送構成を示します。Catalyst
3750 スイッチには、Coarse Wave Division Multiplexer（CWDM）光ファイバ SFP モジュールが搭載
されています。CWDM SFP モジュールに応じて、データが 1470 ～ 1610 nm の波長で送信されます。
波長が高くなるにつれて、伝送距離も長くなります。長距離伝送で使用される一般的な波長は、1550
nm です。

CWDM SFP モジュールは、CWDM Optical Add/Drop Multiplexer（OADM）モジュールと最大 393701
フィートの距離を（74.5 マイルまたは 120 km）接続します。CWDM OADM モジュールは、異なる
CWDM 波長を結合（または多重化）して、同じ光ファイバ ケーブル上で同時に移動できます。ま
た受信側の CWDM OADM モジュールは、異なる波長を分離（または逆多重化）します。

CWDM SFP モジュールおよび CWDM OADM モジュールの詳細については、『Cisco CWDM GBIC
and CWDM SFP Installation Note』を参照してください。

図 1-9 長距離、広帯域幅伝送の構成

次の作業

スイッチの設定の前に、スタートアップ情報について次の章を参照してください。

• 第 2 章「CLI の使用方法」

• 第 3 章「スイッチの IP アドレスおよびデフォルト ゲートウェイの割り当て」
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2

CLI の使用方法

この章では、Catalyst 3750スイッチを設定するための Cisco IOS CLI（コマンドライン インターフェ
イス）とその使用方法について説明します。具体的な内容は次のとおりです。

• コマンド モードの概要（p.2-2）

• ヘルプ システムの概要（p.2-4）

• コマンドの省略形（p.2-4）

• コマンドの no および default 形式の概要（p.2-5）

• CLI エラー メッセージについて（p.2-5）

• 設定ログの使用（p.2-6）

• コマンド ヒストリの使用方法（p.2-6）

• 編集機能の使用方法（p.2-8）

• show および more コマンドの出力の検索とフィルタリング（p.2-10）

• CLI へのアクセス（p.2-11）
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コマンド モードの概要
Cisco IOS ユーザ インターフェイスには、多様なモードがあります。使用できるコマンドは、コマ
ンド モードによって異なります。システム プロンプトに疑問符（?）を入力すると、各コマンド
モードで使用できるコマンドのリストが表示されます。

スイッチ上でセッションを開始するときは、ユーザ モード（ユーザ EXEC モード）で始めます。
ユーザ EXEC モードでは、コマンドの限られたサブセットしか使用できません。たとえば、現在の
コンフィギュレーション ステータスを表示する showコマンド、カウンタまたはインターフェイス
をクリアする clear コマンドなど、ユーザ EXEC コマンドのほとんどは 1 回限りのコマンドです。
ユーザ EXEC コマンドは、スイッチを再起動すると失われます。

すべてのコマンドにアクセスするには、イネーブル EXEC モードを開始する必要があります。イ
ネーブル EXEC モードを開始するには、通常、パスワードを入力する必要があります。このモード
では、任意のイネーブル EXEC コマンドを使用できるほか、グローバル コンフィギュレーション
モードを開始できます。

コンフィギュレーション モード（グローバル、インターフェイス、およびライン）を使用すると、
実行コンフィギュレーションを変更できます。設定を保存すると、これらのコマンドは保存され、

スイッチの再起動時に使用されます。各種のコンフィギュレーション モードにアクセスするには、
最初にグローバル コンフィギュレーション モードを開始する必要があります。グローバル コン
フィギュレーション モードから、インターフェイス コンフィギュレーション モードおよびライン
コンフィギュレーション モードを開始できます。

表 2-1に、主なコマンド モード、各モードのアクセス方法、各モードで表示されるプロンプト、お
よびモードの終了方法を示します。表の例では、ホスト名として Switchを使用しています。

表 2-1 コマンド モードの概要

モード アクセス方法 プロンプト 終了方法 モードの用途

ユーザ EXEC スイッチとのセッ

ションを開始しま

す。

Switch> logoutまたは quitを入
力します。

次の作業を行います。

• 端末の設定変更

• 基本テストの実行

• システム情報の表示

イネーブル 
EXEC

ユーザ EXEC モード
で enableコマンドを
入力します。

Switch# disableを入力して終了
します。

入力したコマンドを確認しま

す。このモードへの不正アクセ

スを防止するには、パスワード

を使用します。

グローバル コン
フィギュレー

ション

イネーブル EXEC
モードでconfigureコ
マンドを入力しま

す。

Switch(config)# 終了してイネーブル

EXEC モードに戻るに
は、exit コマンドまた
は endコマンドを入力
するか、Ctrl-Z を押し
ます。

スイッチ全体に適用されるパ

ラメータを設定します。
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コマンド モードの詳細については、このリリースのコマンド リファレンス ガイド を参照してくだ
さい。

config-vlan グローバル コンフィ
ギュレーション モー
ドで、vlan vlan-id コ
マンドを入力しま

す。

Switch(config-vlan)# 終了してグローバル

コンフィギュレーショ

ン モードに戻るには、
exit コマンドを入力し
ます。

イネーブル EXEC モー
ドに戻るには、Ctrl-Z
を押すか、または end
を入力します。

VLAN（仮想 LAN）パラメー
タを設定します。VTP（VLAN
トランク プロトコル）モード
がトランスペアレントな場合

は、拡張範囲 VLAN（VLAN ID
が 1006 以上）を作成してス
タートアップ コンフィギュ
レーション ファイルに設定を
保存できます。

VLAN コンフィ
ギュレーション

イネーブル EXEC
モードで vlan 
database コマンドを
入力します。

Switch(vlan)# 終了してイネーブル

EXEC モードに戻るに
は、exitを入力します。

VLAN データベースの VLAN1
～ 1005 に対して VLAN パラ
メータを設定します。

インターフェイ

ス コンフィギュ
レーション

グローバル コンフィ
ギュレーション モー
ドで（インターフェ

イスを指定して）

interface コマンドを
入力します。

Switch(config-if)# 終了してグローバル

コンフィギュレーショ

ン モードに戻るには、
exitを入力します。

イネーブル EXEC モー
ドに戻るには、Ctrl-Z
を押すか、または end
を入力します。

イーサネット ポートのパラ
メータを設定します。

インターフェイスの定義方法

の詳細については、「インター

フェイス コンフィギュレー
ション モードの使用方法」
（p.11-11）を参照してくださ
い。

複数のインターフェイスを同

じパラメータで設定する場合

は、「一定範囲のインターフェ

イスの設定」（p.11-13）を参照
してください。

ライン コンフィ
ギュレーション

グローバル コンフィ
ギュレーション モー
ドで、line vtyコマン
ドまたは line console
コマンドを使用し

て、回線を指定しま

す。

Switch(config-line)# 終了してグローバル

コンフィギュレーショ

ン モードに戻るには、
exitを入力します。

イネーブル EXEC モー
ドに戻るには、Ctrl-Z
を押すか、または end
を入力します。

端末回線のパラメータを設定

します。

表 2-1 コマンド モードの概要（続き）

モード アクセス方法 プロンプト 終了方法 モードの用途
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ヘルプ システムの概要
システム プロンプトに疑問符（?）を入力すると、各コマンド モードで使用できるコマンドのリス
トが表示されます。コマンドに関連するキーワードおよび引数のリストも表示されます（表 2-2を
参照）。

コマンドの省略形

スイッチがコマンドを一意のものとして認識できるだけの文字を入力する必要があります。

show configurationイネーブル EXEC コマンドを省略形で入力する方法を示す例を次に示します。

Switch# show conf

表 2-2 ヘルプの概要

コマンド 説明

help 各コマンド モードのヘルプ システムの簡単な説明が表示されます。

コマンドの省略形 ? 特定の文字列で始まるコマンドのリストが表示されます。

次に例を示します。

Switch# di?
dir disable disconnect 

コマンドの省略形 <Tab> 不完全なコマンド名を完全にします。

次に例を示します。

Switch# sh conf<tab>
Switch# show configuration

? 特定のコマンド モードで利用できるコマンドをすべて表示します。

次に例を示します。

Switch> ?

コマンド ? あるコマンドに関連するキーワードを表示します。

次に例を示します。

Switch> show ?

コマンド キーワード ? あるキーワードに関連する引数を表示します。

次に例を示します。

Switch(config)# cdp holdtime ?
  <10-255> Length of time (in sec) that receiver must keep this packet 
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コマンドの no および default 形式の概要
ほとんどすべてのコンフィギュレーション コマンドに、no 形式があります。通常、機能または動
作をディセーブルにする場合、あるいはコマンドの動作を取り消す場合に、no形式を使用します。
たとえば、no shutdown インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用すると、イン
ターフェイスのシャットダウンが取り消されます。キーワード no なしでコマンドを使用すると、
ディセーブルにされていた機能が再度イネーブルになるか、デフォルトでディセーブルに設定され

ている機能がイネーブルになります。

コンフィギュレーション コマンドも default形式を使用できます。コマンドの default形式を使用す
ると、コマンド設定がデフォルト値に戻ります。ほとんどのコマンドはデフォルトでディセーブル

に設定されているので、default形式は no形式と同じです。ただし、一部のコマンドはデフォルト
でイネーブルに設定されており、変数を特定のデフォルト値に設定しています。このような場合、

defaultコマンドはそのコマンドをイネーブルにし、変数をそのデフォルト値に設定します。

CLI エラー メッセージについて
表 2-3に、CLI を使用してスイッチを設定するときに表示される可能性のあるエラー メッセージの
一部を示します。

表 2-3 CLI の主なエラー メッセージ

エラー メッセージ 意味 ヘルプの利用方法

% Ambiguous command: 
"show con"

スイッチがコマンドとして認

識できるだけの文字が入力さ

れていません。

コマンドを再入力し、そのあとに疑問符（?）を入力しま
す。コマンドと疑問符の間にはスペースを入れます。

コマンドとともに使用できるキーワードが表示されます。

% Incomplete command. コマンドに必要なキーワード

または値が十分ではありませ

ん。

コマンドを再入力し、そのあとに疑問符（?）を入力しま
す。コマンドと疑問符の間にはスペースを入れます。

コマンドとともに使用できるキーワードが表示されます。

% Invalid input detected 
at ‘^’ marker.

コマンドの入力ミスです。

キャレット（^）記号が間違っ
ている個所を示しています。

疑問符（?）を入力すると、そのコマンド モードで利用で
きるすべてのコマンドが表示されます。

コマンドとともに使用できるキーワードが表示されます。
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設定ログの使用

Cisco IOS Release 12.2(25)SEC 以降は、スイッチ設定の変更内容のロギングと表示ができます。設定
変更ログおよび通知機能を使用すると、セッションおよびユーザごとに変更内容を追跡できます。

ログ機能では、適用された各設定コマンド、コマンドを入力したユーザ、コマンドを入力した時刻、

コマンドのパーサー リターン コードが追跡されます。この機能には、設定が変更されるたびに登
録済みアプリケーションに非同期通知を送信するメカニズムが組み込まれています。通知を Syslog
に送信するかどうかを選択できます。

詳細については、次の URL の『Configuration Change Notification and Logging feature module』を参照
してください。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios123/123newft/123t/123t_4/gtconlog.htm

（注） CLI または HTTP の変更内容のみがロギングされます。

コマンド ヒストリの使用方法
ソフトウェアは、入力されたコマンドの履歴（記録）を備えています。コマンド ヒストリ機能は、
アクセス リストなど長いまたは複雑なコマンドや入力を呼び出す場合に特に便利です。以下に説明
するように、この機能をカスタマイズしてニーズに適したものにできます。

• コマンド ヒストリ バッファ サイズの変更（p.2-6）（任意）

• コマンドの呼び出し方法（p.2-7）（任意）

• コマンド ヒストリ機能のディセーブル化（p.2-7）（任意）

コマンド ヒストリ バッファ サイズの変更
デフォルト設定では、スイッチはヒストリ バッファに 10 のコマンドラインを記録します。現在の
端末セッションまたは特定回線のすべてのセッションに対してこの数値を変更できます。これらの

手順は任意です。

イネーブル EXEC モードで次のコマンドを入力して、現在の端末セッションでスイッチが記録する
コマンドライン数を変更します。

Switch# terminal history [size number-of-lines]

指定できる範囲は 0 ～ 256 です。

ライン コンフィギュレーション モードで次のコマンドを入力して、特定の回線上のすべてのセッ
ションでスイッチが記録するコマンドライン数を設定します。

Switch(config-line)# history [size number-of-lines]

指定できる範囲は 0 ～ 256 です。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios123/123newft/123t/123t_4/gtconlog.htm
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コマンドの呼び出し方法

ヒストリ バッファからコマンドを呼び出すには、表 2-4に記載されている動作のいずれかを実行し
ます。これらのアクションは任意です。

コマンド ヒストリ機能のディセーブル化
コマンド ヒストリ機能は、自動的にイネーブルに設定されます。現在の端末セッションまたはコマ
ンドラインに対して、この機能をディセーブルにできます。これらの手順は任意です。

現在の端末セッションでこの機能をディセーブルにするには、terminal no historyイネーブル EXEC
コマンドを入力します。

回線のコマンド ヒストリをディセーブルにするには、no historyライン コンフィギュレーション コ
マンドを入力します。

表 2-4 コマンドの呼び出し方法

動作1

1. 矢印キーは、VT100 などの ANSI 準拠端末でのみ動作します。

結果

Ctrl-Pまたは上矢印キーを押す 最も新しいコマンドからヒストリ バッファのコマンドを呼び出します。このキー操作
を繰り返すと、続けて古いコマンドが呼び出されます。

Ctrl-Nまたは下矢印キーを押す Ctrl-P または上矢印キーでコマンドを呼び出したあとでこのキーを押すと、ヒストリ
バッファの新しいコマンドに戻ります。このキー操作を繰り返すと、続けて新しいコ

マンドが呼び出されます。

show history イネーブル EXEC モードで直前に入力されたコマンドをいくつか表示します。表示さ
れるコマンドの数は、terminal historyグローバル コンフィギュレーション コマンドお
よび historyライン コンフィギュレーション コマンドの設定によって制御されます。



第 2章      CLI の使用方法
編集機能の使用方法

2-8
Catalyst 3750 スイッチ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

78-16180-06-J

編集機能の使用方法

ここでは、コマンド ラインの操作に役立つ編集機能について説明します。具体的な内容は次のとお
りです。

• 編集機能のイネーブル化およびディセーブル化（p.2-8）（任意）

• キーストロークによるコマンドの編集（p.2-8）（任意）

• 折り返すコマンドラインの編集（p.2-10）（任意）

編集機能のイネーブル化およびディセーブル化

拡張編集モードは自動的にイネーブルになりますが、ユーザはディセーブルまたはイネーブルを切

り替えたり、特定の回線に対してのみ拡張編集機能を使用するように設定したりすることもできま

す。これらの手順は任意です。

拡張編集モードをグローバルでディセーブルにするには、ライン コンフィギュレーション モード
で次のコマンドを入力します。

Switch (config-line)# no editing

現在の端末セッションの拡張編集モードを再度イネーブルにするには、イネーブル EXEC モードで
次のコマンドを入力します。

Switch# terminal editing

特定のラインが拡張編集モードになるように再設定するには、ライン コンフィギュレーション
モードで次のコマンドを入力します。

Switch(config-line)# editing

キーストロークによるコマンドの編集

表 2-5に、コマンドラインを編集するために必要なキーストロークを示します。これらのキースト
ロークは任意です。

表 2-5 キーストロークによるコマンドの編集

機能 キーストローク1 説明

コマンド回線上を移動して変更または

修正を行います。

Ctrl-B または左矢印キー
を押す

カーソルを１文字分後退させます。

Ctrl-F または右矢印キー
を押す

カーソルを１文字分前に進めます。

Ctrl-Aを押す カーソルをコマンドラインの先頭に移動します。

Ctrl-Eを押す カーソルをコマンドラインの末尾に移動します。

Esc Bを押す カーソルを１ワード分後退させます。

Esc Fを押す カーソルを１ワード分前に進めます。

Ctrl-Tを押す カーソルの左側の文字をカーソルの位置にある文

字と置き換えます。

バッファからすべてのコマンドを呼び

出し、コマンドラインにペーストしま

す。スイッチは直前に削除した 10 項目
をバッファに入れます。

Ctrl-Yを押す バッファ内の最も新しいコマンドを呼び出します。
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Esc Yを押す バッファの次のコマンドを呼び出します。

バッファには直前に削除または切り取った 10 項目
のみが含まれます。11 回以上 Esc Yを押すと、バッ
ファの最初のコマンドに戻ります。

誤って入力したエントリ、または取り消

したいエントリを削除します。

Delete または Backspace
キーを押す

カーソルの左側の文字を消去します。

Ctrl-Dを押す カーソルの位置にある文字を削除します。

Ctrl-Kを押す カーソルの位置からコマンドラインの末尾までの

文字をすべて削除します。

Ctrl-UまたはCtrl-Xを押
す

カーソルの位置からコマンドラインの先頭までの

文字をすべて削除します。

Ctrl-Wを押す カーソルの左側の語を削除します。

Esc Dを押す カーソルの位置から語の末尾まで削除します。

文字を小文字 /大文字にしたり、一連の
文字を大文字にしたりします。

Esc Cを押す カーソルの位置にある文字を大文字にします。

Esc Lを押す カーソルの位置にあるワードを小文字にします。

Esc Uを押す カーソルの位置からワードの終わりまでを大文字

にします。

特定のキーストロークを実行可能コマ

ンドとして指定します（ショートカット

として指定の可能性あり）。

Ctrl-Vまたは Esc Qを押
す

端末の画面が表示できる範囲より長い

行または画面を下にスクロールします。

（注） showコマンドの出力など、端末
画面で表示しきれない行のある
出力には、More プロンプトを使
用します。More プロンプトが表
示されている場合は、Return
キーおよび Space バーのキース
トロークを使用できます。

Returnキーを押す 1 行下にスクロールします。

Spaceバーを押す 1 画面下にスクロールします。

スイッチのメッセージが急に表示され

た場合に現在のコマンドラインを再表

示します。

Ctrl-LまたはCtrl-Rを押
す

現在のコマンドラインを再表示します。

1. 矢印キーは、VT100 などの ANSI 準拠端末でのみ動作します。

表 2-5 キーストロークによるコマンドの編集（続き）

機能 キーストローク1 説明
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折り返すコマンドラインの編集

画面上で 1 行を超えるコマンドに対して折り返し機能を使用できます。カーソルが右マージンに達
すると、コマンドラインは 10 スペース分左にシフトします。その行の最初の 10 文字は見えません
が、スクロールして戻り、コマンドの先頭で構文を確認できます。キーストローク アクションは任
意です。

コマンドの先頭に戻るには、Ctrl-Bまたは左矢印キーを繰り返し押します。Ctrl-Aを押して行の先
頭にすぐ移動することもできます。

（注） 矢印キーは、VT100 などの ANSI 準拠端末でのみ動作します。

以下の例では、access-listグローバル コンフィギュレーション コマンドが 1 行を超えています。カー
ソルが行の終わりに達すると、行が 10 スペース分左にシフトして再表示されます。ドル記号（$）
は行が左にシフトしたことを示します。カーソルが行の終わりに達するたびに、行が再度 10 スペー
ス分左にシフトされます。

Switch(config)# access-list 101 permit tcp 131.108.2.5 255.255.255.0 131.108.1
Switch(config)# $ 101 permit tcp 131.108.2.5 255.255.255.0 131.108.1.20 255.25
Switch(config)# $t tcp 131.108.2.5 255.255.255.0 131.108.1.20 255.255.255.0 eq
Switch(config)# $108.2.5 255.255.255.0 131.108.1.20 255.255.255.0 eq 45 

入力の終了後、 Ctrl-A を押して完全な構文を確認してから Return キーを押してコマンドを実行し
てください。行の終わりに表示されるドル記号（$）は行が右にシフトしたことを示します。

Switch(config)# access-list 101 permit tcp 131.108.2.5 255.255.255.0 131.108.1$

ソフトウェアでは、端末の画面が 80 カラムであると仮定しています。それ以外の幅の場合は、
terminal widthイネーブル EXEC コマンドを使用して端末の幅を設定します。

以前に入力した複雑なコマンドを呼び出して変更するには、コマンド ヒストリ機能で行折り返しを
使用します。以前のコマンド入力の呼び出しについては、「キーストロークによるコマンドの編集」

（p.2-8）を参照してください。

show および more コマンドの出力の検索とフィルタリング
show および more コマンドの出力を検索してフィルタリングできます。大量の出力をソートした
り、見る必要のない出力を省略したい場合に便利です。これらのコマンドの使用は任意です。

この機能を使用するには、showまたは moreコマンドを入力し、そのあとにパイプ文字（|）、キー
ワード begin、include、excludeのいずれか、および検索またはフィルタリング処理する文字列を続
けます。

コマンド | {begin | include | exclude}検索する文字列

文字列では大文字と小文字が区別されます。たとえば、 | exclude output と入力すると、output が含
まれている行は表示されませんが、Outputが含まれている行は表示されます。

出力に protocolがある行のみを出力する方法を、以下に示します。

Switch# show interfaces | include protocol
Vlan1 is up, line protocol is up
Vlan10 is up, line protocol is down
GigabitEthernet1/0/1 is up, line protocol is down
GigabitEthernet1/0/2 is up, line protocol is up
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CLI へのアクセス
コンソール接続、Telnet、またはブラウザを使用して、CLI へアクセスできます。

スタック マスターを使用して、スイッチ スタックとスタック メンバー インターフェイスを管理し
ます。個々のスイッチごとにスタック メンバーを管理することはできません。1 つまたは複数のス
タック メンバーのコンソール ポートを経由してスタック マスターへ接続できます。スタック マス
ターに対して複数の CLI セッションを使用する場合には十分に注意してください。あるセッション
で入力したコマンドは、他のセッションでは表示されません。そのため、入力したコマンド以降の

セッションを追跡できなくなる場合があります。

（注） スイッチ スタックを管理する場合は、1 つの CLI セッションを使用することを推奨します。

特定のスタック メンバー ポートを設定する場合は、CLI コマンドのインターフェイス指定部分に
スタック メンバー番号を指定する必要があります。インターフェイスの指定方法の詳細について
は、「インターフェイス コンフィギュレーション モードの使用方法」（p.11-11）を参照してください。

特定のスタック メンバーをデバッグするために、session stack-member-numberイネーブル EXEC コ
マンドを使用して、スタック マスターからスタック メンバーへアクセスできます。スタック メン
バー番号は、システム プロンプトに付加されます。たとえば、Switch-2#はスタック メンバー 2 の
イネーブル EXEC モードのプロンプトです。Switchは、スタック マスターのシステム プロンプト
です。特定のスタック メンバーへの CLI セッションでは、showコマンドと debugコマンドのみを
使用できます。

コンソール接続または Telnet を使用した CLI へのアクセス
CLI にアクセスするには、スイッチに付属のハードウェア インストレーション ガイドに記載され
ているように、まずスイッチのコンソール ポートに端末または PC を接続し、スイッチに電源を投
入する必要があります。次に、起動プロセスと IP 情報の割り当てに使用できるオプションについ
て理解するため、第 3 章「スイッチの IP アドレスおよびデフォルト ゲートウェイの割り当て」を
参照してください。

スイッチが設定済みの場合は、ローカル コンソール接続またはリモート Telnet セッションを介して
CLI にアクセスできますが、この種のアクセスでは最初にスイッチを設定する必要があります。詳
細については、「端末回線に対する Telnet パスワードの設定」（p.9-7）を参照してください。

次のいずれかの方法で、スイッチとの接続を確立できます。

• スイッチのコンソール ポートを管理ステーションまたはダイヤルアップ モデムに接続します。
コンソール ポートへの接続の詳細については、スイッチのハードウェア インストレーション
ガイドを参照してください。

• リモート管理ステーションで、Telnet TCP/IP または暗号化 Secure Shell（SSH; セキュア シェル）
パッケージを使用します。スイッチは Telnet または SSH クライアントとネットワーク接続し、
イネーブル シークレット パスワードを設定しておく必要があります。

スイッチに Telnet アクセスを設定する方法については、「端末回線に対する Telnet パスワード
の設定」（p.9-7）を参照してください。スイッチは同時に最大 16 の Telnet セッションをサポー
トします。ある Telnet ユーザが行った変更は、他のすべての Telnet セッションに反映されます。

スイッチに SSH を設定する方法については、「SSH のためのスイッチの設定」（p.9-39）を参照
してください。スイッチは最大 5 つのセキュアな SSH セッションを同時にサポートします。

コンソール ポート、Telnet セッション、または SSH を介して接続すると、管理ステーション上に
ユーザ EXEC プロンプトが表示されます。
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3

スイッチの IP アドレスおよびデフォ
ルト ゲートウェイの割り当て

この章では、自動および手動の各方法で、Catalyst 3750スイッチの初期設定（たとえば、スイッチ
IP アドレスの割り当てやデフォルトのゲートウェイ情報）を作成する方法について説明します。ま
た、スイッチのスタートアップ コンフィギュレーションの変更方法についても説明します。特に明
記しないかぎり、スイッチという用語はスタンドアロン スイッチおよびスイッチ スタックを意味
します。

（注） この章で使用されるコマンドの構文および使用方法の詳細については、このリリースのコマンド リ
ファレンス 、および『Cisco IOS IP Command Reference, Volume 1 of 3:Addressing and Services』 Release
12.2 を参照してください。

この章で説明する内容は、次のとおりです。

• 起動プロセスの概要（p.3-2）

• スイッチ情報の割り当て（p.3-3）

• 実行コンフィギュレーションの確認と保存（p.3-12）

• スタートアップ コンフィギュレーションの変更（p.3-13）

• ソフトウェア イメージのリロードのスケジューリング（p.3-18）

（注） この章の IP アドレスおよび DHCP の設定に関する情報は IP バージョン 4（IPv4）に限定されてい
ます。スイッチで IP バージョン 6（IPv6）転送をイネーブルにする場合、IPv6 アドレス形式および
設定に特有の情報について、第 36 章「IPv6 ユニキャスト ルーティングの設定」を参照してくださ
い。IPv6 機能をイネーブルにするには、スタック スイッチは拡張 IP サービス イメージを実行して
いる必要があります。
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起動プロセスの概要

スイッチを起動するには、まず、ハードウェア インストレーション ガイドに記載された手順に従
い、スイッチを設置し、電源を投入して、スイッチの初期設定（IP アドレス、サブネット マスク、
デフォルト ゲートウェイ、シークレットおよび Telnet パスワードなど）を行う必要があります。

通常の起動プロセスにはブート ローダ ソフトウェアの操作も含まれます。ブート ローダは次のア
クティビティを実行します。

• 下位レベル CPU の初期化。CPU レジスタを初期化することにより、物理メモリがマップされ
る場所、容量、速度などを制御します。

• CPU サブシステムの Power-On Self-Test（POST; 電源投入時セルフテスト）。CPU DRAM と、フ
ラッシュ ファイル システムを構成するフラッシュ デバイスの部分をテストします。

• システム ボード上のフラッシュ ファイル システムを初期化します。

• デフォルトの OS（オペレーティング システム）ソフトウェア イメージをメモリにロードし、
スイッチを起動します。

ブート ローダによってフラッシュ ファイル システムにアクセスしてから、OS をロードします。通
常、ブート ローダは、OS のロード、圧縮解除、および起動の目的でのみ使用します。OS が CPU
を制御できるようになると、ブート ローダは、次にシステムがリセットされるか電源が投入される
までは非アクティブになります。

OS に重大な障害が発生し使用できない場合は、ブート ローダはシステムにトラップドア アクセス
も行います。トラップドア メカニズムによるシステムへのアクセス機能により、必要があれば、フ
ラッシュ ファイル システムをフォーマットし、Xmodem プロトコルを使用して OS のソフトウェア
イメージを再インストールし、失ったパスワードを回復し、最終的に OS を再起動します。詳細に
ついては、「ソフトウェア障害からの回復」（p.43-2）および「パスワードを忘れた場合の回復」
（p.43-4）を参照してください。

（注） パスワード回復はディセーブルにできます。詳細については、「パスワード回復のディセーブル化」

（p.9-6）を参照してください。

スイッチ情報を割り当てるには、まず PC または端末がコンソール ポートに接続されており、PC ま
たは端末エミュレーション ソフトウェアのボーレートおよび文字フォーマットがスイッチのコン
ソール ポートのものと一致していることを確認します。

• ボーレートのデフォルトは 9600 です。

• データ ビットのデフォルトは 8 です。

（注） データ ビット オプションが 8 に設定されている場合、パリティ オプションはなしに設
定します。

• ストップ ビットのデフォルトは 1 です。

• パリティ設定のデフォルトは、なしです。
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スイッチ情報の割り当て

IP 情報の割り当ては、スイッチのセットアップ プログラムまたは DHCP サーバを使用するか、ま
たは手動で行います。

特定の IP 情報を要求する場合は、スイッチのセットアップ プログラムを使用します。このプログ
ラムを使用すると、ホスト名とイネーブル シークレット パスワードを設定することもできます。ま
た、任意で、Telnet パスワードの割り当て（リモート管理中のセキュリティ確保のため）や、クラ
スタのコマンド スイッチまたはメンバー スイッチあるいはスタンドアロン スイッチとして、ス
イッチを設定できます。セットアップ プログラムの詳細については、ハードウェア インストレー
ション ガイドを参照してください。

スイッチ スタックは単一の IP アドレスで管理されます。IP アドレスは、システム レベルの設定値
で、スタック マスターや他のスタック メンバー固有の設定ではありません。スタックからスタッ
ク マスターや他のスタック メンバーを削除しても、IP 接続が存続していれば、引き続き同じ IP ア
ドレスを使用してスタックを管理できます。

（注） スイッチ スタックからスタック メンバーを削除した場合、各スタック メンバーは自身の IP アドレ
スを保持します。したがって、ネットワーク内で同じ IP アドレスを持つ 2 つのデバイスが競合す
るのを避けるため、スイッチ スタックから削除したスイッチの IP アドレスを変更しておきます。

サーバ設定後の IP 情報の中央集中型管理と自動割り当てには、DHCP サーバを使用します。

（注） DHCP を使用している場合は、ダイナミックに割り当てられた IP アドレスをスイッチが受信して
コンフィギュレーション ファイルを読み込むまでは、セットアップ プログラムの質問に応答しな
いでください。

スイッチの設定手順に精通した上級者の場合は、手動でスイッチを設定してください。上級者以外

のユーザは、前述のセットアップ プログラムを使用します。

ここでは、次の設定について説明します。

• デフォルトのスイッチ情報（p.3-4）

• DHCP ベースの自動設定の概要（p.3-4）

• 手動での IP 情報の割り当て（p.3-11）
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デフォルトのスイッチ情報

表 3-1に、デフォルトのスイッチ情報を示します。

DHCP ベースの自動設定の概要
DHCP は、インターネットホストおよびインターネットワーキング デバイスに設定情報を提供しま
す。このプロトコルは、2 つのコンポーネントで構成されています。1 つは DHCP サーバからデバ
イスにコンフィギュレーション パラメータを提供するコンポーネント、もう 1 つはデバイスにネッ
トワーク アドレスを割り当てるメカニズムです。DHCP はクライアント サーバ モデルに基づいて
います。指定された DHCP サーバは、ダイナミックに設定されるデバイスに対して、ネットワーク
アドレスを割り当て、コンフィギュレーション パラメータを提供します。スイッチは、DHCP クラ
イアントおよび DHCP サーバのいずれにも使用できます。

DHCP ベースの自動設定中、スイッチ（DHCP クライアント）は起動時に、IP アドレス情報および
コンフィギュレーション ファイルによって、自動的に設定されます。

DHCP ベースの自動設定を使用すると、スイッチ上で DHCP クライアント側の設定を行う必要はあ
りません。ただし、DHCP サーバには、IP アドレスに関連する各種のリース オプションを設定する
必要があります。DHCP を使用してネットワーク上のコンフィギュレーション ファイルをリレーす
る場合は、Trivial File Transfer Protocol（TFTP; 簡易ファイル転送プロトコル）サーバおよび Domain
Name System（DNS;ドメイン ネーム システム）サーバの設定が必要なこともあります。

（注） スイッチ スタックと DHCP、DNS、TFTP サーバとの間では冗長接続を確立することを推奨します。
接続されているスタック メンバーがスイッチ スタックから削除された場合でも、これらのサーバ
がアクセス可能なまま維持されるように保証する上で役立ちます。

スイッチの DHCP サーバは、スイッチと同じ LAN 上にあっても、異なる LAN 上にあっても構いま
せん。DHCP サーバが別の LAN で実行されている場合は、スイッチと DHCP サーバの間に DHCP
リレー デバイスを設定する必要があります。リレー デバイスは、直接接続されている 2 つの LAN
間でブロードキャスト トラフィックを転送します。ルータはブロードキャスト パケットを転送し
ませんが、受信したパケットの宛先 IP アドレスに基づいてパケットを転送します。

DHCP ベースの自動設定は、スイッチの BOOTP クライアント機能に代わるものです。

表 3-1 デフォルトのスイッチ情報

機能 デフォルト設定

IP アドレスおよびサブネット マスク IP アドレスまたはサブネット マスクは定義されてい
ません。

デフォルト ゲートウェイ デフォルト ゲートウェイは定義されていません。

イネーブル シークレット パスワード パスワードは定義されていません。

ホスト名 出荷時のデフォルト ホスト名は Switchです。

Telnet パスワード パスワードは定義されていません。

クラスタ コマンド スイッチ機能 ディセーブル

クラスタ名 クラスタ名は定義されていません。
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DHCP クライアントの要求プロセス

スイッチを起動したときに、スイッチにコンフィギュレーション ファイルがない場合は、DHCP ク
ライアントが起動され、DHCP サーバに対して設定情報を要求します。コンフィギュレーション
ファイルが存在し、その設定に特定のルーテッド インターフェイスの ip address dhcpインターフェ
イス コンフィギュレーション コマンドが含まれる場合、DHCP クライアントが呼び出され、DHCP
クライアントがインターフェイスに IP アドレス情報を要求します。

図 3-1に、DHCP クライアントと DHCP サーバ間でメッセージが交換される順序を示します。

図 3-1 DHCP クライアントとサーバのメッセージ交換

クライアントであるスイッチ A は、DHCPDISCOVER メッセージをブロードキャストし、DHCP
サーバを検索します。DHCP サーバは、DHCPOFFER ユニキャスト メッセージによって、コンフィ
ギュレーション パラメータ（IP アドレス、サブネット マスク、ゲートウェイ IP アドレス、DNS IP
アドレス、IP アドレスのリースなど）をクライアントに提供します。

クライアントは、DHCPREQUEST ブロードキャスト メッセージにより、提供された設定情報の正
式な要求を DHCP サーバに戻します。この正式な要求は、クライアントから DHCPDISCOVER ブ
ロードキャスト メッセージを受信した他のすべての DHCP サーバにブロードキャストされます。こ
れらのサーバが、クライアントに提供した IP アドレスを再要求できるようにするためです。

DHCP サーバは、クライアントに DHCPACK ユニキャスト メッセージを戻すことによって、クラ
イアントに IP アドレスが割り当てられたことを確認します。このメッセージにより、クライアン
トとサーバがバインドされ、クライアントは、サーバから受信した設定情報を使用します。スイッ

チが受信する情報量は、DHCP サーバの設定方法によって異なります。詳細については、「TFTP
サーバの設定」（p.3-6）を参照してください。

クライアントに対して送信された DHCPOFFER ユニキャスト メッセージのコンフィギュレーショ
ン パラメータが無効の場合（コンフィギュレーション エラーがある場合）、クライアントは DHCP
サーバに DHCPDECLINE ブロードキャスト メッセージを戻します。

この場合、DHCP サーバはクライアントに、DHCPNAK 拒否ブロードキャスト メッセージを送信し
ます。これは、提供されたコンフィギュレーション パラメータが割り当てられていないこと、パラ
メータのネゴシエーション中にエラーが発生したこと、または DHCPOFFER メッセージに対するク
ライアントからの応答が遅いこと（DHCP サーバが同じパラメータを他のクライアントに割り当て
たこと）を意味します。

DHCP クライアントは、複数の DHCP サーバまたは BOOTP サーバから提供される情報を受信する
ことがあります。DHCP クライアントはいずれの提供情報も受信することができますが、通常、最
初に受信した情報を採用します。DHCP サーバから提供される情報は、クライアントに IP アドレス
が割り当てられることを保証するものではありません。ただし、サーバは通常、クライアントがア

ドレスを正式に要求するまでアドレスを予約しています。スイッチが BOOTP サーバからの応答を
受け入れて設定を行う場合には、スイッチはスイッチ コンフィギュレーション ファイルを取得す
るために、TFTP 要求をユニキャストするのではなく、ブロードキャストします。

 A

DHCPACK

DHCPREQUEST

DHCPOFFER

DHCPDISCOVER

DHCP 

51
80

7



第 3章      スイッチの IP アドレスおよびデフォルト ゲートウェイの割り当て
スイッチ情報の割り当て

3-6
Catalyst 3750 スイッチ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

78-16180-06-J

DHCP ベースの自動設定の設定
ここでは、次の設定について説明します。

• DHCP サーバ設定時の注意事項（p.3-6）

• TFTP サーバの設定（p.3-6）

• DNS の設定（p.3-7）

• リレー デバイスの設定（p.3-7）

• コンフィギュレーション ファイルの取得（p.3-8）

• 構成例（p.3-9）

使用する DHCP サーバがシスコ製デバイスの場合、DHCP 設定の詳細については、『Cisco IOS IP
Configuration Guide』 Release 12.2 の「IP Addressing and Services」にある「Configuring DHCP」を参照
してください。

DHCP サーバ設定時の注意事項

デバイスを DHCP サーバとして設定する場合、次の注意事項に従ってください。

DHCP サーバには、スイッチのハードウェア アドレスにより各スイッチにバインドされている予約
済みリースを設定する必要があります。

スイッチに IP アドレス情報を受信させるには、次のリース オプションで DHCP サーバを設定する
必要があります。

• クライアントの IP アドレス（必須）

• クライアントのサブネット マスク（必須）

• DNS サーバの IP アドレス（任意）

• ルータの IP アドレス（スイッチが使用するデフォルトのゲートウェイ アドレス）（必須）

スイッチに TFTP サーバからのコンフィギュレーション ファイルを受信させる場合は、次のリース
オプションで DHCP サーバを設定する必要があります。

• TFTP サーバ名（必須）

• ブート ファイル名（クライアントに必要なコンフィギュレーション ファイル名）（推奨）

• ホスト名（任意）

DHCP サーバの設定によっては、スイッチは IP アドレス情報またはコンフィギュレーション ファ
イルあるいはその両方を受信できます。

DHCP サーバに前述のリース オプションを設定しない場合、サーバはクライアント要求に対して設
定済みパラメータだけで応答します。応答に IP アドレスおよびサブネット マスクが含まれていな
い場合、スイッチを設定することはできません。ルータの IP アドレスまたは TFTP サーバ名が見つ
からない場合、スイッチは TFTP 要求をユニキャストではなく、ブロードキャスト送信することが
あります。他のリース オプションについては、使用できない場合でも自動設定に影響はありません。

TFTP サーバの設定

DHCP サーバの設定に基づいて、スイッチは TFTP サーバから 1 つまたは複数のコンフィギュレー
ション ファイルのダウンロードを試みます。TFTP サーバへの IP 接続に必要なすべてのオプション
を備えたスイッチに応答するよう DHCP を設定している場合、また TFTP サーバ名、アドレス、お
よびコンフィギュレーション ファイル名を指定して DHCP サーバを設定している場合、スイッチ
は指定された TFTP サーバから指定されたコンフィギュレーション ファイルをダウンロードする
ことを試みます。



第 3章      スイッチの IP アドレスおよびデフォルト ゲートウェイの割り当て
スイッチ情報の割り当て

3-7
Catalyst 3750 スイッチ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

78-16180-06-J

コンフィギュレーション ファイル名、TFTP サーバを指定しなかった場合、またはコンフィギュレー
ション ファイルをダウンロードできなかった場合は、スイッチはさまざまなファイル名と TFTP
サーバ アドレスの組み合わせでコンフィギュレーション ファイルをダウンロードすることを試み
ます。ファイルには、指定されたコンフィギュレーション ファイル名（ある場合）および
network-config、cisconet.cfg、hostname.config、または hostname.cfg が含まれています。ここで、hostname
はスイッチの現在のホスト名です。使用される TFTP サーバ アドレスには、指定された TFTP サー
バのアドレス（ある場合）およびブロードキャスト アドレス（255.255.255.255）が含まれます。

スイッチが正常にコンフィギュレーション ファイルをダウンロードするには、TFTP サーバは、そ
のベース ディレクトリに 1 つまたは複数のコンフィギュレーション ファイルを含んでいる必要が
あります。設定できるファイルは、次のとおりです。

• DHCP 応答に指定されるコンフィギュレーション ファイル（スイッチの実際のコンフィギュ
レーション ファイル）

• network-confg または cisconet.cfg ファイル（デフォルトのコンフィギュレーション ファイル）

• router-confg または ciscortr.cfg ファイル（これらのファイルには、すべてのスイッチに共通のコ
マンドが含まれています。通常、DHCP サーバと TFTP サーバが適正に設定されていれば、こ
れらのファイルは使用されません）

DHCP サーバ リース データベースに TFTP サーバ名を指定する場合は、DNS サーバのデータベー
スに TFTP サーバ名と IP アドレスのマッピングを設定する必要があります。

使用する TFTP サーバが、スイッチとは異なる LAN 上にある場合、またはスイッチがブロードキャ
スト アドレスを使用してアクセスした場合（前述のすべての必須情報が DHCP サーバの応答に含
まれていない場合に発生）は、リレーを設定して TFTP サーバに TFTP パケットを転送する必要が
あります。詳細については、「リレー デバイスの設定」（p.3-7）を参照してください。一般的なソ
リューションは、DHCP サーバに必要な情報をすべて設定することです。

DNS の設定

DHCP サーバでは DNS サーバを使用して、TFTP サーバ名を IP アドレスに分割します。DNS サー
バでは、TFTP サーバ名から IP アドレスへのマッピングが設定されている必要があります。TFTP
サーバには、スイッチのコンフィギュレーション ファイルが保持されています。

DHCP サーバのリース データベースには、DHCP 応答が IP アドレスを検索できるように、DNS サー
バの IP アドレスを設定できます。リース データベースには、DNS サーバの IP アドレスを 2 つまで
入力できます。

DNS サーバは、スイッチと同じ LAN 上にあっても、異なる LAN 上にあっても構いません。異なる
LAN 上にある場合、スイッチはルータ経由で DHCP サーバにアクセス可能である必要があります。

リレー デバイスの設定

別の LAN 上にあるホストからの応答が必要なブロードキャスト パケットをスイッチが送信すると
きは、リレー デバイス（またはリレー エージェント）を設定する必要があります。スイッチが送
信する可能性のあるブロードキャスト パケットの例として DHCP、DNS パケット、場合によって
は TFTP パケットが挙げられます。リレー デバイスは、インターフェイス上で受信したブロード
キャスト パケットが宛先ホストに転送されるように設定しなければなりません。

リレー デバイスがシスコ製ルータの場合には、IP ルーティングをイネーブルにし（ip routing グ
ローバル コンフィギュレーション コマンド）、ip helper-address インターフェイス コンフィギュ
レーション コマンドを使用してヘルパー アドレスを設定します。

たとえば、図 3-2では、ルータ インターフェイスを次のように設定しています。
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インターフェイス 10.0.0.2

router(config-if)# ip helper-address 20.0.0.2
router(config-if)# ip helper-address 20.0.0.3
router(config-if)# ip helper-address 20.0.0.4

インターフェイス 20.0.0.1

router(config-if)# ip helper-address 10.0.0.1

（注） スイッチをリレー デバイスとして機能させる場合は、インターフェイスをルーテッド ポートに設
定してください。詳細については、「ルーテッド ポート」（p.11-5）および「レイヤ 3 インターフェ
イスの設定」（p.11-27）を参照してください。

図 3-2 リレー デバイスを使用した自動設定

コンフィギュレーション ファイルの取得

DHCP の予約済みリースで IP アドレスおよびコンフィギュレーション ファイル名を取得できるか
どうかに応じて、スイッチは次の方法で設定情報を取得します。

• スイッチ用の IP アドレスおよびコンフィギュレーション ファイル名が予約され、DHCP 応答
に含まれている場合（1 ファイル読み取り方式）

スイッチは、DHCP サーバから IP アドレス、サブネット マスク、TFTP サーバ アドレス、およ
びコンフィギュレーション ファイル名を取得します。さらにスイッチは、TFTP サーバのベー
ス ディレクトリから指定のコンフィギュレーション ファイルを検索するために、TFTP サーバ
にユニキャスト メッセージを送信します。指定されたコンフィギュレーション ファイルを受
信すると、スイッチの起動プロセスは完了します。

• スイッチ用の IP アドレスおよびコンフィギュレーション ファイル名が予約されているが、
DHCP 応答に TFTP サーバ アドレスが含まれていない場合（1 ファイル読み取り方式）

スイッチは、DHCP サーバから IP アドレス、サブネット マスク、およびコンフィギュレーショ
ン ファイル名を取得します。さらにスイッチは、TFTP サーバのベース ディレクトリから指定
のコンフィギュレーション ファイルを検索するために、TFTP サーバにブロードキャスト メッ
セージを送信します。指定されたコンフィギュレーション ファイルを受信すると、スイッチの
起動プロセスは完了します。

DHCP 

49
06

8

DHCP TFTP DNS 

20.0.0.2 20.0.0.3

20.0.0.1
10.0.0.2

10.0.0.1

20.0.0.4
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• スイッチ用の IP アドレスだけが予約され、DHCP 応答に含まれていて、コンフィギュレーショ
ン ファイル名は含まれていない場合（2 ファイル読み取り方式）

スイッチは、DHCP サーバから IP アドレス、サブネット マスク、および TFTP サーバ アドレ
スを取得します。スイッチは、network-confg または cisconet.cfg のデフォルトのコンフィギュ
レーション ファイルを検索するために、TFTP サーバにユニキャスト メッセージを送信します
（network-confg ファイルが読み取れない場合、スイッチは cisconet.cfg ファイルを読み取りま
す）。

デフォルトのコンフィギュレーション ファイルには、スイッチのホスト名と IP アドレスのマッ
ピング情報が含まれています。スイッチは、ファイルの情報を自身のホスト テーブルに読み込
み、ホスト名を取得します。ファイルにホスト名が含まれていない場合、スイッチは DHCP 応
答に含まれているホスト名を使用します。DHCP 応答にホスト名が指定されていない場合、ス
イッチは、デフォルトのホスト名である Switchを使用します。

デフォルトのコンフィギュレーション ファイルまたは DHCP 応答からホスト名を取得すると、
スイッチは TFTP サーバからホスト名と同名のコンフィギュレーション ファイルを読み取りま
す（network-confg または cisconet.cfg のどちらを先に使用したかによって、ファイル名は
hostname-confg または hostname.cfg になります）。cisconet.cfg ファイルを使用した場合、ホスト
のファイル名は 8 文字までに切り捨てられます。

network-confg、cisconet.cfg、またはホスト名のファイルを読み取れなかった場合、スイッチは
router-confg ファイルを読み取ります。router-confg ファイルが読み取れない場合、スイッチは
ciscortr.cfg ファイルを読み取ります。

（注） DHCP 応答から TFTP サーバを取得できなかった場合、ユニキャスト送信によるコンフィギュレー
ション ファイルの読み取りにすべて失敗した場合、または TFTP サーバ名から IP アドレスを取得
できなかった場合、スイッチは TFTP サーバ要求をブロードキャストします。

構成例

図 3-3 に、DHCP ベースの自動設定を使用して IP 情報を取得するネットワークの例を示します。

図 3-3 DHCP ベースの自動設定ネットワークの例

表 3-2に DHCP サーバ上の予約済みリースの設定を示します。

 1
00e0.9f1e.2001

11
13

94

 2
00e0.9f1e.2002

 3
00e0.9f1e.2003

DHCP DNS TFTP 
tftpserver

10.0.0.1

10.0.0.10

10.0.0.2 10.0.0.3

 4
00e0.9f1e.2004
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DNS サーバの設定

DNS サーバは、TFTP サーバ名の tftpserverを IP アドレス 10.0.0.3 にマッピングします。

TFTP サーバの設定（UNIX 上）

TFTP サーバのベース ディレクトリは、/tftpserver/work/に設定されています。このディレクトリに
は、2 ファイル読み取り方式で使用される network-confg ファイルが含まれています。このファイル
には、IP アドレスに基づいてスイッチに割り当てられるホスト名が設定されています。また、次に
示すように、各スイッチのコンフィギュレーション ファイル（switcha-confg、switchb-confg など）
もベース ディレクトリに含まれています。

prompt> cd /tftpserver/work/
prompt> ls
network-confg
switcha-confg
switchb-confg
switchc-confg
switchd-confg
prompt> cat network-confg
ip host switcha 10.0.0.21
ip host switchb 10.0.0.22
ip host switchc 10.0.0.23
ip host switchd 10.0.0.24

DHCP クライアントの設定

スイッチ A ～ D には、コンフィギュレーション ファイルは存在しません。

設定の説明

図 3-3では、スイッチ A は次のようにコンフィギュレーション ファイルを取得します。

• DHCP サーバから IP アドレス 10.0.0.21 を取得します。

• DHCP サーバ応答にコンフィギュレーション ファイル名が含まれていない場合、スイッチ A は
TFTP サーバのベース ディレクトリから network-confg ファイルを読み取ります。

• スイッチ A は、network-confg ファイルの内容をホスト テーブルに追加します。

• IP アドレス 10.0.0.21 をホスト名（switcha）にインデックス付けすることによって、ホスト テー
ブルを読み取ります。

• ホスト名に対応するコンフィギュレーション ファイルを読み取ります。たとえば、TFTP サー
バから switch1-confgファイルを読み取ります。

表 3-2 DHCP サーバの設定

スイッチ A スイッチ B スイッチ C スイッチ D

バインド キー（ハードウェア アドレ
ス）

00e0.9f1e.2001 00e0.9f1e.2002 00e0.9f1e.2003 00e0.9f1e.2004

IP アドレス 10.0.0.21 10.0.0.22 10.0.0.23 10.0.0.24

サブネット マスク 255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.255.0

ルータ アドレス 10.0.0.10 10.0.0.10 10.0.0.10 10.0.0.10

DNS サーバ アドレス 10.0.0.2 10.0.0.2 10.0.0.2 10.0.0.2

TFTP サーバ名 tftpserverまたは
10.0.0.3

tftpserverまたは
10.0.0.3

tftpserverまたは
10.0.0.3

tftpserverまたは
10.0.0.3

ブート ファイル名（コンフィギュレー
ション ファイル）（任意）

switcha-confg switchb-confg switchc-confg switchd-confg

ホスト名（任意） switcha switchb switchc switchd
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スイッチ B ～ D も、同様に、それぞれのコンフィギュレーション ファイルおよび IP アドレスを取
得します。

手動での IP 情報の割り当て
複数の Switched Virtual Interface（SVI）に手動で IP 情報を割り当てるには、イネーブル EXEC モー
ドで次の手順を実行します。

（注） スイッチで IP サービス イメージを実行している場合は、no switchportインターフェイス コンフィ
ギュレーション コマンドを使用してポートをレイヤ 3 モードにすると、IP 情報をポートに手動で
割り当てることもできます。

スイッチの IP アドレスを削除する場合は、no ip addressインターフェイス コンフィギュレーショ
ン コマンドを使用します。Telnet セッションからアドレスを削除すると、スイッチの接続は切断さ
れます。デフォルト ゲートウェイのアドレスを削除する場合は、no ip default-gatewayグローバル
コンフィギュレーション コマンドを使用します。

スイッチのシステム名の設定、イネーブル EXEC コマンドへのアクセスの保護、時刻およびカレン
ダーの設定については、第 7 章「スイッチの管理」を参照してください。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface vlan vlan-id 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、IP 情
報を割り当てる VLAN を入力します。指定できる範囲は 1 ～ 4094
です。

ステップ 3 ip address ip-address subnet-mask IP アドレスおよびサブネット マスクを入力します。

ステップ 4 exit グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 5 ip default-gateway ip-address スイッチに直接接続しているネクスト ホップ ルータ インターフェ
イスの IP アドレスを入力します。このスイッチにはデフォルト
ゲートウェイが設定されています。デフォルト ゲートウェイは、ス
イッチから宛先 IP アドレスを取得していない IP パケットを受信し
ます。

デフォルト ゲートウェイが設定されると、スイッチは、ホストが通
信する必要のあるリモート ネットワークに接続できます。

（注） IP でルーティングするようにスイッチを設定すると、デ
フォルト ゲートウェイを設定する必要はありません。

ステップ 6 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 7 show interfaces vlan vlan-id 設定された IP アドレスを確認します。

ステップ 8 show ip redirects 設定されたデフォルト ゲートウェイを確認します。

ステップ 9 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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実行コンフィギュレーションの確認と保存

次のイネーブル EXEC コマンドを使用すると、入力または変更した設定の内容を確認できます。

Switch# show running-config
Building configuration...

Current configuration: 1363 bytes
!
version 12.1
no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
!
hostname Stack1
!
enable secret 5 $1$ej9.$DMUvAUnZOAmvmgqBEzIxE0
!
.
（テキスト出力は省略）

.
interface gigabitethernet6/0/1
 no switchport
 ip address 172.20.137.50 255.255.255.0 
!
interface gigabitethernet6/0/2
mvr type source

（テキスト出力は省略）

...!
interface VLAN1
 ip address 172.20.137.50 255.255.255.0
 no ip directed-broadcast
!
ip default-gateway 172.20.137.1 !
!
snmp-server community private RW
snmp-server community public RO
snmp-server community private@es0 RW
snmp-server community public@es0 RO
snmp-server chassis-id 0x12
! 
end 

スタートアップ コンフィギュレーションに対して行った設定や変更をフラッシュ メモリに保存す
るには、次のイネーブル EXEC コマンドを使用します。

Switch# copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration... 

このコマンドは、設定の内容を保存します。保存できなかった場合は、次のシステム リロード時に
設定は失われます。フラッシュ メモリの NVRAM（不揮発性 RAM）セクションに保存されている
情報を表示するには、show startup-configまたは more startup-configイネーブル EXEC コマンドを
使用します。

コンフィギュレーション ファイルのコピーの代替保管場所については、付録 B「Cisco IOS ファイ
ル システム、コンフィギュレーション ファイル、およびソフトウェア イメージの操作」を参照し
てください。
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スタートアップ コンフィギュレーションの変更
ここでは、スイッチのスタートアップ コンフィギュレーションの変更方法について説明します。

• デフォルトのブート コンフィギュレーション（p.3-13）

• コンフィギュレーション ファイルの自動ダウンロード（p.3-13）

• 手動での起動（p.3-14）

• 特定のソフトウェア イメージの起動（p.3-15）

• 環境変数の管理（p.3-16）

スイッチ スタックのコンフィギュレーション ファイルについては、「スイッチ スタックのコンフィ
ギュレーション ファイル」（p.5-16）および付録 B「Cisco IOS ファイル システム、コンフィギュ
レーション ファイル、およびソフトウェア イメージの操作」を参照してください。

デフォルトのブート コンフィギュレーション
表 3-3に、デフォルトのブート コンフィギュレーションを示します。

コンフィギュレーション ファイルの自動ダウンロード
DHCP ベースの自動設定機能を使用すれば、スイッチにコンフィギュレーション ファイルを自動的
にダウンロードできます。詳細については、「DHCP ベースの自動設定の概要」（p.3-4）を参照して
ください。

表 3-3 デフォルトのブート コンフィギュレーション

機能 デフォルト設定

OS のソフトウェア イメージ スイッチは、BOOT 環境変数内の情報を使用して自動的にシステムを起動しよう
とします。変数が設定されていない場合は、スイッチは、フラッシュ ファイル シ
ステム全体に再帰的な縦型検索を行って、最初の実行可能イメージをロードして

実行を試みます。

Cisco IOS イメージは、イメージ ファイル（拡張子 .bin を除く）と同じ名前のディ
レクトリに保存されています。

ディレクトリの縦型検索では、検出した各サブディレクトリを完全に検索してか

ら元のディレクトリでの検索を続けます。

コンフィギュレーション ファイル 設定済みのスイッチは、フラッシュ メモリのシステム ボードに保存されている
config.textファイルを使用します。

新しいスイッチには、コンフィギュレーション ファイルがありません。
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システム コンフィギュレーションを読み書きするファイル名の指定
デフォルトでは、Cisco IOS ソフトウェアは、config.text ファイルを使用して、システム コンフィ
ギュレーションの不揮発性コピーを読み書きします。ただし、別のファイル名を指定することもで

き、これは次の起動時にロードされます。

（注） このコマンドは、スタンドアロン スイッチから使用した場合にだけ正常に動作します。

別のコンフィギュレーション ファイル名を指定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を
実行します。

設定をデフォルトに戻すには、no boot config-file グローバル コンフィギュレーション コマンドを
使用します。

手動での起動

デフォルトでは、スイッチは自動的に起動しますが、手動で起動するように設定できます。

（注） このコマンドは、スタンドアロン スイッチから使用した場合にだけ正常に動作します。

次の起動時に手動で起動するようにスイッチを設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順
を実行します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 boot config-file flash:/file-url 次の起動時にロードするコンフィギュレーション ファイルを指定
します。

file-urlについては、パス（ディレクトリ）とコンフィギュレーショ
ン ファイル名を指定します。

ファイル名およびディレクトリ名は、大文字と小文字を区別しま

す。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show boot 設定を確認します。

boot config-fileグローバル コンフィギュレーション コマンドは、環
境変数 CONFIG_FILE の設定を変更します。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 boot manual 次の起動時にスイッチを手動で起動できるようにします。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。
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手動での起動をディセーブルにするには、no boot manual グローバル コンフィギュレーション コ
マンドを使用します。

特定のソフトウェア イメージの起動
デフォルトでは、スイッチは、BOOT 環境変数内の情報を使用して自動的にシステムを起動しよう
とします。この変数が設定されていない場合は、スイッチは、フラッシュ ファイル システム全体
に再帰的な縦型検索を行って、最初の実行可能イメージをロードして実行を試みます。ディレクト

リの縦型検索では、検出した各サブディレクトリを完全に検索してから元のディレクトリでの検索

を続けます。ただし、起動する特定のイメージを指定できます。

次の起動時に特定のイメージを起動するようにスイッチを設定するには、イネーブル EXEC モード
で次の手順を実行します。

ステップ 4 show boot 設定を確認します。

boot manualグローバル コマンドは、環境変数 MANUAL_BOOT の
設定を変更します。

次回システムを再起動したとき、スイッチはブート ローダ モード
にあり、switch:プロンプトが表示されます。システムを起動するに
は、boot filesystem:/file-urlブート ローダ コマンドを使用します。

• filesystem:でシステム ボードのフラッシュ デバイスを指定する
場合は、flash:を使用します。

• file-urlに、パス（ディレクトリ）と、ブート可能イメージの名
前を指定します。

ファイル名およびディレクトリ名は、大文字と小文字を区別しま

す。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 boot system filesystem:/file-url 次の起動時にフラッシュ メモリ内の特定のイメージを起動するよ
うにスイッチを設定します。

• filesystem:でシステム ボードのフラッシュ デバイスを指定する
場合は、flash:を使用します。

• file-urlに、パス（ディレクトリ）と、ブート可能イメージの名
前を指定します。

このコマンドをスタック マスターで入力した場合、次の起動時に指
定したソフトウェア イメージがスタック マスターにのみロードさ
れます。

ファイル名およびディレクトリ名は、大文字と小文字を区別しま

す。

ステップ 3 boot system switch {number | all} （任意）次の起動時にシステム イメージがロードされるスイッチ メ
ンバーを指定します。

• スタック メンバーを指定するには numberを使用します。

• すべてのスタック メンバーを指定するには allを使用します。
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設定をデフォルトに戻すには、no boot systemグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用
します。

環境変数の管理

通常通り動作しているスイッチでブート ローダ モードを開始するには、スイッチのコンソール接
続が 9600 bps に設定されていなければなりません。スイッチの電源コードを取り外し、電源コード
の再接続中にModeボタンを押します。ポート 1 の上の LED が消灯してから 1 ～ 2 秒後に、Mode
ボタンを放します。ブート ローダの switch:プロンプトが表示されます。

スイッチのブート ローダ ソフトウェアは、不揮発性環境変数をサポートし、この環境変数を使用
してブート ローダやシステムで稼働するその他のソフトウェアの動作を制御できます。ブート
ローダの環境変数は、UNIX または DOS システム上に設定できる環境変数と似ています。

値を持つ環境変数は、フラッシュ ファイル システム以外のフラッシュ メモリに格納されます。

これらのファイルの各行には、環境変数名と等号、そのあとに変数の値が入っています。このファ

イルに表示されていなければ、その変数には値がありません。表示されていればヌル ストリングで
あっても値があります。ヌル ストリング（たとえば “ ”）に設定されている変数は、値が設定され
た変数です。多くの環境変数は事前に定義されており、デフォルト値が設定されています。

環境変数は次の 2 種類のデータを保管します。

• コードを制御するデータ。Cisco IOS コンフィギュレーション ファイルを読み取りません。た
とえば、環境変数として保存できるブート ローダの機能を拡張または補強する、ブート ロー
ダ ヘルパー ファイルの名前。

• コードを制御するデータ。Cisco IOS コンフィギュレーション ファイルを読み取る役割があり
ます。たとえば、環境変数として保存できる Cisco IOS コンフィギュレーション ファイルの名
前。

ブート ローダにアクセスするか Cisco IOS コマンドを使用して、環境変数の設定を変更できます。
通常の環境下では、環境変数の設定を変更する必要はありません。

（注） ブート ローダ コマンドおよび環境変数の構文および使用方法の詳細については、このリリースの
コマンド リファレンスを参照してください。

表 3-4に、最もよく使用される環境変数の機能について説明します。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show boot 設定を確認します。

boot systemグローバル コマンドは、環境変数 BOOT の設定を変更
します。

次の起動時、スイッチは、BOOT 環境変数内の情報を使用して自動
的にシステムを起動しようとします。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明
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表 3-4 環境変数

変数 ブート ローダ コマンド
Cisco IOS グローバル コンフィギュレーショ
ン コマンド

BOOT set BOOT filesystem:/file-url ...

自動起動時に、実行可能ファイルのセミコロン

で区切られたリストをロードして実行しようと

します。BOOT 環境変数が設定されていない場
合、システムは、フラッシュ ファイル システム
全体に再帰的な縦型検索を行って、最初の実行

可能イメージをロードして実行を試みます。

BOOT 環境変数が設定されていても指定された
イメージをロードできない場合は、システムは

フラッシュ ファイル システムで検出した最初
のブートファイルを起動しようと試みます。

boot system {filesystem:/file-url ...| switch 
{number | all}}

次の起動時にロードする Cisco IOS イメージ
と、イメージがロードされるスタック メンバー
を指定します。このコマンドは、環境変数 BOOT
の設定を変更します。

MANUAL_BOOT set MANUAL_BOOT yes

スイッチが自動または手動で起動するかどうか

を決定します。

有効値は 1、yes、0、および no で、no または 0
に設定すると、ブート ローダは自動的にシステ
ムを起動しようとします。それ以外に設定した

場合は、ブート ローダ モードから手動でスイッ
チを起動する必要があります。

boot manual

次の起動時に手動でスイッチを起動できるよ

うにし、環境変数 MANUAL_BOOT の設定を変
更します。

次回システムを再起動したとき、スイッチは

ブート ローダ モードになっています。システ
ムを起動するには、boot flash:filesystem:/file-url
ブート ローダ コマンドを使用し、ブート イ
メージの名前を指定します。

CONFIG_FILE set CONFIG_FILE flash:/file-url

Cisco IOS がシステム コンフィギュレーション
の不揮発性コピーの読み書きに使用するファイ

ル名を変更します。

boot config-file flash:/file-url

Cisco IOS がシステム コンフィギュレーション
の不揮発性コピーの読み書きに使用するファ

イル名を指定します。このコマンドは環境変数

CONFIG_FILE を変更します。

SWITCH_NUMBER set SWITCH_NUMBER stack-member-number

スタック メンバーのメンバー番号を変更しま
す。

switch current-stack-member-number renumber 
new-stack-member-number

スタック メンバーのメンバー番号を変更しま
す。

SWITCH_PRIORITY set SWITCH_PRIORITY stack-member-number

スタック メンバーのプライオリティ値を変更し
ます。

switch stack-member-number priority 
priority-number

スタック メンバーのプライオリティ値を変更
します。
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ソフトウェア イメージのリロードのスケジューリング
ソフトウェア イメージのリロードをあとで（たとえば、スイッチの使用が少ない夜間または週末
に）実行するようにスケジューリングできます。また、ネットワーク全体でリロードを同期化でき

ます（たとえば、ネットワークのすべてのスイッチ上でソフトウェアのアップグレードを実行）。

（注） リロードのスケジューリングは、24 日以内に実行されるように設定する必要があります。

リロードのスケジューリング設定

ソフトウェア イメージのリロードをあとで実行するようにスイッチを設定するには、イネーブル
EXEC モードで次のいずれかのコマンドを使用します。

• reload in [hh:]mm [text]

このコマンドは、指定した時間内（時間および分で指定）に実行するようにソフトウェアのリ

ロードをスケジューリングします。リロードはおよそ 24 日以内に実行される必要があります。
リロードの理由を最大 255 の文字列で指定できます。

スイッチ スタック内の特定のスイッチをリロードするには、reload slot stack-member-numberイ
ネーブル EXEC コマンドを使用します。

• reload at hh:mm [month day | day month] [text]

このコマンドは、指定した時刻（24 時間式）に実行するようにソフトウェアのリロードをスケ
ジューリングします。月日を指定すると、リロードは指定された日時で実行するようスケ

ジューリングされます。月日を指定しない場合、リロードは当日の指定された時刻（指定され

た時刻が現在の時刻よりあとの場合）または翌日（指定された時刻が現在の時刻より前の場合）

に実行します。00:00 を指定すると、リロードのスケジューリングは午前 0 時に設定されます。

（注） at キーワードを使用するのは、Network Time Protocol（NTP）、ハードウェアのカレン
ダー、または手動によってスイッチのシステム クロックが設定されている場合だけで
す。時刻は、スイッチに設定されているタイム ゾーンに基づきます。複数のスイッチ
でリロードが同時に実行されるようスケジューリングするには、各スイッチの時刻が

NTP によって同期している必要があります。

reloadコマンドはシステムを一時停止します。手動で起動するように設定されていない場合、シス
テムは自動的に再起動します。スイッチの設定情報をスタートアップ コンフィギュレーション
（copy running-config startup-config）に保存してから、reloadコマンドを使用してください。

手動で起動するようにスイッチが設定されている場合、仮想端末からリロードしないでください。

この制約にしたがうことで、スイッチはブート ローダ モードを開始せず、リモート ユーザから制
御できなくなります。

コンフィギュレーション ファイルを変更すると、リロードする前に設定を保存するよう求めるプロ
ンプトが表示されます。保存中に、環境変数 CONFIG_FILE が存在しないスタートアップ コンフィ
ギュレーション ファイルをポイントした場合、保存を続行するかどうかを、システムが聞いてきま
す。続行すると、システムはリロードのセットアップ モードを開始します。

次の例は、当日の 7:30 PM にソフトウェアをリロードする手順を示します。

Switch# reload at 19:30
Reload scheduled for 19:30:00 UTC Wed Jun 5 1996 (in 2 hours and 25 minutes)
Proceed with reload? [confirm]



第 3章      スイッチの IP アドレスおよびデフォルト ゲートウェイの割り当て
ソフトウェア イメージのリロードのスケジューリング

3-19
Catalyst 3750 スイッチ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

78-16180-06-J

次の例は、未来の時刻にソフトウェアをリロードする手順を示します。

Switch# reload at 02:00 jun 20
Reload scheduled for 02:00:00 UTC Thu Jun 20 1996 (in 344 hours and 53 minutes)
Proceed with reload? [confirm]

リロードのスケジューリングを取り消すには、reload cancelイネーブル EXEC コマンドを使用しま
す。

リロードのスケジューリング情報の表示

リロードのスケジューリングに関する情報を表示してスイッチにリロードがスケジューリングさ

れているかどうかを調べるには、show reloadイネーブル EXEC コマンドを使用します。

リロードの予定実行時刻、リロードの理由（指定されている場合）など、リロードに関する情報が

表示されます。
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4

IE2100 CNS エージェントの設定

この章では、Catalyst 3750スイッチに Intelligence Engine 2100（IE2100）シリーズ Cisco Networking
Services（CNS）組み込みエージェントを設定する方法について説明します。特に明記しないかぎ
り、スイッチという用語はスタンドアロン スイッチおよびスイッチ スタックを意味します。

（注） ここで説明されるコマンドの構文および使用方法の詳細については、『Cisco Intelligence Engine 
2100 Series Configuration Registrar Manual』を参照してください。また、Cisco.com で Cisco IOS 
Software Release 12.2 > New Feature Documentation > 12.2(2)Tを選択してください。

この章で説明する内容は、次のとおりです。

• IE2100シリーズ Configuration Registrar ソフトウェアの概要（p.4-2）

• CNS 組み込みエージェントの概要（p.4-6）

• CNS 組み込みエージェントの設定（p.4-8）

• CNS 設定の表示（p.4-13）
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IE2100 シリーズ Configuration Registrar ソフトウェアの概要
IE2100 シリーズ Configuration Registrar はネットワーク管理装置で、ネットワーク装置およびサービ
スの配置と管理を自動化するためのコンフィギュレーション サービスとして機能します（図 4-1を
参照）。Configuration Registrar は、Cisco IOS 装置（スイッチとルータ）のグループと、装置が提供
するサービスを管理し、設定を保存して、必要に応じて配信します。Configuration Registrar は、装
置固有の設定変更を生成して装置に送信し、設定変更を実行してその結果をロギングすることで、

初期設定および設定更新を自動化します。

Configuration Registrar は、スタンドアロンおよびサーバ モードをサポートし、次の CNS コンポー
ネントを備えています。

• コンフィギュレーション サービス（Web サーバ、ファイル マネージャ、およびネームスペー
ス マッピング サーバ）

• イベント サービス（イベント ゲートウェイ）

• データ サービス ディレクトリ（データ モデルとスキーマ）

スタンドアロン モードでは、Configuration Registrar は組み込み CNS ディレクトリ サービスをサポー
トします。このモードでは、外部ディレクトリやその他のデータ ストアが不要です。サーバ モー
ドでは、Configuration Registrar はユーザが定義する外部ディレクトリの使用をサポートします。

図 4-1 Configuration Registrar アーキテクチャの概要

ここでは、次の概要について説明します。

• CNS コンフィギュレーション サービス（p.4-3）

• CNS イベント サービス（p.4-3）

• configID、deviceID、およびホスト名に関する重要事項（p.4-4）

Configuration
Registrar

Web 
71

44
4
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CNS コンフィギュレーション サービス
CNS コンフィギュレーション サービスは、Configuration Registrar の中核コンポーネントです。ス
イッチ上にある CNS コンフィギュレーション エージェントと連携して動作するコンフィギュレー
ション サーバで構成されています。CNS コンフィギュレーション サービスは、初期設定と論理グ
ループによる大量の再設定のために、装置とサービスの設定をスイッチに配信します。スイッチは、

ネットワーク上で初めて起動するときに、CNS コンフィギュレーション サービスから初期設定を
受信します。

CNS コンフィギュレーション サービスは、CNS イベント サービスを使用して設定変更イベントを
送受信し、成功および失敗の通知を送信します。

コンフィギュレーション サーバは Web サーバであり、コンフィギュレーション テンプレートと、
組み込みディレクトリ（スタンドアロン モードの場合）またはリモート ディレクトリ（サーバ モー
ドの場合）に保存されている装置固有の設定情報を使用します。

コンフィギュレーション テンプレートは、CLI（コマンドライン インターフェイス）コマンドの形
式で静的な設定情報を格納するテキスト ファイルです。テンプレートでは、変数を Lightweight
Directory Access Protocol（LDAP）URL を使用して指定します。この URL はディレクトリに保存さ
れている装置固有の設定情報を参照します。

コンフィギュレーション エージェントは、受信したコンフィギュレーション ファイルに対して構
文チェックを実行してイベントを発行し、構文チェックの成功または失敗を表示できます。コン

フィギュレーション エージェントは、設定をただちに適用することも、コンフィギュレーション
サーバからの同期イベントを受信するまで適用を遅らせることもできます。

CNS イベント サービス
Configuration Registrar は、設定イベントの受信と生成に CNS イベント サービスを使用します。CNS
イベント エージェントはスイッチ上にあり、スイッチと Configuration Registrar 上のイベント ゲー
トウェイ間の通信を容易にします。

CNS イベント サービスは、拡張性の高い、パブリッシュ /サブスクライブ型の通信方式です。CNS
イベント サービスでは、サブジェクト ベースのアドレス指定を使用して宛先にメッセージを送信
します。サブジェクト ベースのアドレス表記は、メッセージとその宛先に対して単純で均一なネー
ムスペースを定義します。

NameSpace Mapper

Configuration Registrar は NameSpace Mapper（NSM）を装備しています。NSM は、アプリケーショ
ン、装置 ID またはグループ ID、およびイベントに基づく装置の論理グループ管理用に検索サービ
スを提供します。

Cisco IOS 装置は、たとえば cisco.cns.config.load といった、Cisco IOS ソフトウェアで設定されたサ
ブジェクト名と一致するイベント サブジェクト名だけを認識します。ネームスペース マッピング
サービスを使用すると希望する命名規則を使用してイベントを指定できます。サブジェクト名で

データ ストアにデータを入力した場合、NSM はイベント サブジェクト名文字列を、IOS が認識す
るものへ解決します。

サブスクライバの場合、一意の装置 ID とイベントが指定されると、ネームスペース マッピング
サービスは、サブスクライブ対象のイベント セットを返します。同様にパブリッシャの場合、一意
のグループ ID、装置 ID、およびイベントが指定されると、ネームスペース マッピング サービス
は、パブリッシュ対象のイベント セットを返します。
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configID、deviceID、およびホスト名に関する重要事項
Configuration Registrar は、設定済みの各スイッチには一意の識別子が関連付けられているものと見
なしています。一意の識別子は、複数のシノニムを取ることができますが、各シノニムは特定の

ネームスペース内で一意です。イベント サービスは、メッセージのサブジェクト ベース アドレス
指定にネームスペースのコンテンツを使用します。

Configuration Registrar では、2 つのネームスペースが交差します。1 つはイベント バス用で、もう
1 つはコンフィギュレーション サーバ用です。コンフィギュレーション サーバのネームスペースの
範囲内では、configID という用語が装置の一意の識別子です。イベント バスのネームスペースの範
囲内では、deviceID という用語が装置の CNS 一意識別子です。

Configuration Registrar がイベント バスとコンフィギュレーション サーバの両方を使用して装置に
設定を配信するので、設定済みの各スイッチに configID と deviceID の両方を定義する必要がありま
す。

コンフィギュレーション サーバの 1 つのインスタンスの範囲内では、設定済みの 2 台のスイッチが
configID に対して同じ値を共用することはできません。イベント バスの 1 つのインスタンスの範囲
内では、設定済みの 2 台のスイッチが deviceID に対して同じ値を共用することはできません。

configID

設定済みの各スイッチには一意の configID があり、これに対応するスイッチ CLI アトリビュートの
セットに対する Configuration Registrar ディレクトリへのキーの役割を果たします。スイッチ上で定
義された configID は、Configuration Registrar 上の対応するスイッチ定義の configID に一致する必要
があります。

configID は起動時に決定され、スイッチのホスト名を再設定した場合でも、再起動するまでは変更
できません。

deviceID

イベント バスに加入している設定済みの各スイッチには一意の deviceID があり、これはスイッチ
の送信元アドレスに似ているので、スイッチをバス上の特定の宛先とすることができます。cns
config partial グローバル コンフィギュレーション コマンドで設定したすべてのスイッチは、イベ
ント バスにアクセスする必要があります。このため、スイッチで発信される deviceID は、
Configuration Registrar で対応するスイッチ定義の deviceID と一致する必要があります。

deviceID の起源は、スイッチの Cisco IOS ホスト名によって定義されます。ただし、deviceID の変
数とその使用方法は、スイッチに隣接するイベント ゲートウェイ内にあります。

イベント バス上の論理 Cisco IOS 終端地点はイベント ゲートウェイに組み込まれていて、これがス
イッチの代わりにプロキシの役割を果たします。イベント ゲートウェイは、スイッチと、イベント
バスに対するスイッチの deviceID を表します。

スイッチは、イベント ゲートウェイに対する接続が成功するとただちに、イベント ゲートウェイ
に対してそのホスト名を宣言します。イベント ゲートウェイは、この接続が確立するたびに
deviceID の値を Cisco IOS ホスト名に結合します。イベント ゲートウェイは、スイッチに接続して
いる間この deviceID の値をキャッシュします。
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ホスト名と deviceID

deviceID はイベント ゲートウェイへの接続時に決定され、スイッチのホスト名を再設定した場合で
も変更されません。

スイッチ上のスイッチ ホスト名を変更する場合、deviceID を更新する唯一の方法はスイッチとイベ
ント ゲートウェイ間の接続を断つことです。no cns eventグローバル コンフィギュレーション コマ
ンドを入力したあとに、cns eventグローバル コンフィギュレーション コマンドを入力します。

接続が再確立されると、スイッチは変更したホスト名をイベント ゲートウェイに送信します。イベ
ント ゲートウェイは、deviceID を新しい値に定義し直します。

注意 Configuration Registrar ユーザ インターフェイスを使用する場合、最初に deviceID フィールドにホ
スト名の値を設定する必要があります。この値は、スイッチで cns config initial グローバル コン
フィギュレーション コマンドを使用してから（使用する前ではない）取得します。そうしないと、
続けて入力する cns config partialグローバル コンフィギュレーション コマンドの処理が正常に動
作しません。

ホスト名、deviceID、および configID の使用方法

スタンドアロン モードでは、スイッチにホスト名の値を設定すると、ホスト名によってイベントが
送信されるときに、コンフィギュレーション サーバはホスト名を deviceID として使用します。ホ
スト名が設定されていない場合は、デバイスの cn=<value>によってイベントが送信されます。

サーバ モードでは、ホスト名は使用されません。このモードでは、バス上でのイベントの送信には
常に一意の deviceID アトリビュートが使用されます。このアトリビュートを設定していない場合
は、スイッチを更新できません。

このアトリビュートと関連アトリビュート（タグ値のペア）は、Configuration Registrar で Setupを
実行すると設定されます。

（注） Configuration Registrar でのセットアップ プログラムの実行の詳細については、『Cisco Intelligence
Engine 2100 Series Configuration Registrar Manual』を参照してください。
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CNS 組み込みエージェントの概要
CNS イベント エージェント機能により、スイッチはイベント バス上でイベントをパブリッシュお
よびサブスクライブし、CNS コンフィギュレーション エージェントと連携します。CNS コンフィ
ギュレーション エージェント機能は、次の機能を提供してスイッチをサポートします。

• 初期設定（p.4-6）

• 増分（部分）設定（p.4-7）

• 設定の同期化（p.4-7）

初期設定

スイッチが最初に起動すると、ネットワークで DHCP 要求をブロードキャストして IP アドレスを
取得しようとします。サブネット上には DHCP サーバがないものと見なして、ディストリビュー
ション スイッチは DHCP リレー エージェントとして動作し、要求を DHCP サーバに転送します。
DHCP サーバは、要求を受信すると新しいスイッチに IP アドレスを割り当て、Trivial File Transfer
Protocol（TFTP; 簡易ファイル転送プロトコル）サーバの IP アドレス、ブートストラップ コンフィ
ギュレーション ファイルへのパス、デフォルト ゲートウェイの IP アドレスを、DHCP リレー エー
ジェントに対するユニキャスト応答に組み入れます。DCHP リレー エージェントは、その応答をス
イッチに転送します。

スイッチは、割り当てられた IP アドレスをインターフェイス VLAN 1（デフォルト）上に自動的に
設定し、TFTP サーバからブートストラップ コンフィギュレーション ファイルをダウンロードしま
す。ブートストラップ コンフィギュレーション ファイルのダウンロードが成功すると、スイッチ
は実行コンフィギュレーションにそのファイルをロードします。

組み込み CNS エージェントは、該当する configID および eventID を使用して IE2100 Configuration
Registrar との通信を開始します。Configuration Registrar は、configID をテンプレートにマッピング
してコンフィギュレーション ファイル全体をスイッチにダウンロードします。

図 4-2に、DHCP ベースの自動設定を使用して初期ブートストラップ コンフィギュレーション ファ
イルを取得するための、ネットワーク構成の例を示します。

図 4-2 初期設定の概要
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増分（部分）設定

ネットワークの稼働後、CNS コンフィギュレーション エージェントを使用して新しいサービスを
追加できます。増分（部分）設定は、スイッチに送信できます。実際の設定を、イベント ゲート
ウェイを介してイベント ペイロードとして（プッシュ処理）、またはスイッチにプル処理を開始さ
せる信号イベントとして送信できます。

スイッチは、設定を適用する前に設定の構文をチェックできます。構文が正しい場合は、スイッチ

は増分設定を適用し、コンフィギュレーション サーバに成功を信号通知するイベントを発行しま
す。スイッチは増分設定を適用しない場合、エラー ステータスを示すイベントを発行します。ス
イッチが増分設定を適用した場合、増分設定を NVRAM（不揮発性 RAM）に保存することも、保
持を指示する信号が送信されるまで待つこともできます。

設定の同期化

スイッチは設定を受信した場合、書き込み信号イベントの受信時に設定の適用を遅らせることがで

きます。書き込み信号イベントは、更新された設定を NVRAM に保存しないようにスイッチに指示
します。スイッチは更新された設定を実行コンフィギュレーションとして使用します。これにより

スイッチの設定は、次回の再起動時に使用するために NVRAM に設定を保存する前に、他のネット
ワーク アクティビティと同期化されます。
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CNS 組み込みエージェントの設定
スイッチの IOS ソフトウェアに組み込まれた CNS エージェントにより、スイッチの接続および自
動設定が可能になります（「自動 CNS 設定のイネーブル化」[p.4-8] を参照）。設定を変更するか独
自の設定をインストールする場合は、次の手順を参照してください。

• CNS イベント エージェントのイネーブル化（p.4-9）

• CNS コンフィギュレーション エージェントのイネーブル化（p.4-10）

自動 CNS 設定のイネーブル化
スイッチの自動 CNS 設定をイネーブルにするには、最初に表 4-1の条件を満たす必要があります。
条件を満たしたらスイッチの電源を入れます。setupプロンプトには何も入力しないでください。ス
イッチが初期設定を開始します（「初期設定」[p.4-6] を参照）。コンフィギュレーション ファイル全
体がロードされたら、何もする必要はありません。

（注） Configuration Registrar でのセットアップ プログラムの実行とテンプレートの作成の詳細について
は、『Cisco Intelligence Engine 2100 Series Configuration Registrar Manual』を参照してください。

表 4-1 自動設定イネーブル化の条件

装置 必要な設定

アクセス スイッチ 出荷時の設定（コンフィギュレーション ファイルなし）

ディストリビューション 
スイッチ

• IP ヘルパー アドレス

• DHCP リレー エージェントのイネーブル化

• IP ルーティング（デフォルト ゲートウェイとして使用する場
合）

DHCP サーバ • IP アドレスの割り当て

• TFTP サーバ IP アドレス

• TFTP サーバ上のブートストラップ コンフィギュレーション
ファイルへのパス

• デフォルト ゲートウェイの IP アドレス

TFTP サーバ • CNS コンフィギュレーション コマンド（スイッチが IE2100
Configuration Registrar と通信できるようにする）を格納した
ブートストラップ コンフィギュレーション ファイルの作成

• スイッチの MAC（メディア アクセス制御）アドレスまたは（デ
フォルトのホスト名の代わりに）シリアル番号を使用して

configID および eventID を生成するようにスイッチを設定

• スイッチにコンフィギュレーション ファイルをプッシュする
ように CNS イベント エージェントを設定

IE2100 Configuration Registrar 装置の種類ごとに 1 つまたは複数のテンプレートを作成して、装置
の configID をテンプレートにマッピング
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CNS イベント エージェントのイネーブル化

（注） CNS コンフィギュレーション エージェントをイネーブルにする前に、スイッチ上で CNS イベント
エージェントをイネーブルにする必要があります。

スイッチ上で CNS イベント エージェントをイネーブルにするには、イネーブル EXEC モードで次
の手順を実行します。

CNS イベント エージェントをディセーブルにするには、no cns event {ip-address | hostname}グロー
バル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

次の例は、CNS イベント エージェントをイネーブルにし、IP アドレス ゲートウェイを 10.180.1.27
に設定し、キープアライブ間隔を 120 秒に設定し、再試行回数を 10 に設定する方法を示しています。

Switch(config)# cns event 10.180.1.27 keepalive 120 10

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 cns event {ip-address | hostname} [port-number] 
[backup] [init-retry retry-count] [keepalive 
seconds retry-count] [source ip-address]

イベント エージェントをイネーブルにして、ゲートウェイ
パラメータを入力します。

• {ip-address | hostname} には、イベント ゲートウェイの
IP アドレスまたはホスト名を入力します。

• （任意）port numberには、イベント ゲートウェイのポー
ト番号を入力します。デフォルトのポート番号は 11011
です。

• （任意）バックアップ ゲートウェイであることを示す場
合は、backup を入力します（省略した場合は、プライ
マリ ゲートウェイになります）。

• （任意）init-retry retry-count には、バックアップに切り
替えるまでの最初の再試行回数を入力します。デフォル

ト値は 3 です。

• （任意）keepalive seconds には、スイッチがキープアラ
イブ メッセージを送信する間隔を入力します。
retry-count には、スイッチが送信したキープアライブ
メッセージに対して、何回回答を得られないと接続を終

了するか、回数を入力します。それぞれデフォルトは 0
です。

• （任意）source ip-addressには、この装置の送信元 IP ア
ドレスを入力します。

（注） encrypt および force-fmt1 キーワードは、コマンド
ラインのヘルプ ストリングには表示されますが、サ
ポートされていません。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show cns event connections イベント エージェントに関する情報を確認します。

ステップ 5 show running-config 設定を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存しま
す。
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CNS コンフィギュレーション エージェントのイネーブル化
CNS イベント エージェントをイネーブルにしてから、スイッチ上で CNS コンフィギュレーション
エージェントを起動します。次のコマンドを使用してコンフィギュレーション エージェントをイ
ネーブルにできます。

• cns config initialグローバル コンフィギュレーション コマンド ― コンフィギュレーション エー
ジェントをイネーブルにして、スイッチ上で初期設定を開始します。

• cns config partial グローバル コンフィギュレーション コマンド ― コンフィギュレーション
エージェントをイネーブルにして、スイッチ上で部分設定を開始します。これにより、

Configuration Registrar からリモートでスイッチに増分設定を送信できます。

初期設定のイネーブル化

スイッチ上で CNS コンフィギュレーション エージェントをイネーブルにして初期設定を開始する
には、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 cns config connect-intf interface-prefix 
[ping-interval seconds] [retries num]

インターフェイス接続コンフィギュレーション サブモードを開
始し、Configuration Registrar に接続するようにインターフェイス
を指定します。

• インターフェイスの接続には、interface-prefix を入力します。
インターフェイスの種類を指定する必要がありますが、イン

ターフェイス番号は指定する必要はありません。

• （任意）ping-interval seconds には、連続する ping 間の試行間
隔を入力します。指定できる範囲は 1 ～ 30 秒です。デフォル
ト値は 10 秒です。

• （任意）retries numには、ping の再試行回数を入力します。指
定できる範囲は 1 ～ 30 です。デフォルトは 5 です。

ステップ 3 config-cli
または

line-cli

cns config connect-intf で定義されたインターフェイスを介して
Configuration Registrar に接続する場合は、config-cliを入力します。
モデム ダイアルアップ回線を介して Configuration Registrar に接続
する場合は、line-cliを入力します。

（注） config-cliインターフェイス コンフィギュレーション コマ
ンドは、インターフェイス名のプレースホルダとして機能
する特殊指示文字 & に対応しています。設定が適用され
ると、&はインターフェイス名に置き換わります。たとえ
ば、FastEthernet0/0 を介して接続する場合、コマンド
config-cli ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 &は、コマンド ip

route 0.0.0.0 0.0.0.0 FastEthernet0/0を生成します。

ステップ 4 exit グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 5 hostname name スイッチのホスト名を入力します。

ステップ 6 ip route network-number IP アドレスが network-number の Configuration Registrar へのスタ
ティック ルートを確立します。
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ステップ 7 cns id interface num {dns-reverse | 
ipaddress | mac-address} [event]
または

cns id {hardware-serial | hostname | 
string string} [event]

Configuration Registrar が使用する一意の eventID または configID
を設定します。

• interface numには、インターフェイスの種類（たとえば、
Ethernet、Group-Async、Loopback、Virtual-Template）を入力し
ます。この設定は、どのインターフェイスから IP または MAC
アドレスを取得して一意の ID を定義するかを指定します。

• {dns-reverse | ipaddress | mac-address}には、dns-reverseを入
力してホスト名を取得して一意の ID として割り当てるか、
ipaddressを入力して IP アドレスを使用するか、mac-address
を入力して MAC アドレスを一意の ID として使用します。

• （任意）スイッチの特定に使用するイベント ID 値を ID に設定
する場合は、eventと入力します。

• {hardware-serial | hostname | string string}には、
hardware-serial を入力してスイッチのシリアル番号を一意の
ID として設定するか、hostname（デフォルト）を入力してス
イッチのホスト名を一意の ID として選択するか、または
string string に一意の ID として任意のテキスト文字列を入力
します。

ステップ 8 cns config initial {ip-address | hostname} 
[port-number] [event] [no-persist] [page 
page] [source ip-address] [syntax-check]

コンフィギュレーション エージェントをイネーブルにして、初期
設定を開始します。

• {ip-address | hostname}には、コンフィギュレーション サーバ
の IP アドレスまたはホスト名を入力します。

• （任意）port number には、コンフィギュレーション サーバの
ポート番号を入力します。デフォルトのポート番号は 80 で
す。

• （任意）設定が完了したときに設定の成功、失敗、または警告
のメッセージ用に eventをイネーブルにします。

• （任意）cns config initial グローバル コンフィギュレーション
コマンドを入力してプルされた設定を NVRAM に自動的に書
き込まれないようにするには、no-persistをイネーブルにしま
す。no-persist キーワードを指定しなかった場合、cns config
initialコマンドを使用すると、その結果得られた設定は自動的
に NVRAM に保存されます。

• （任意）page pageには、初期設定の Web ページを入力します。
デフォルトは /Config/config/aspです。

• （任意）送信元 IP アドレスに使用する場合は、source ip-address
を入力します。

• （任意）このパラメータを使用したときの構文をチェックする
場合は、syntax-checkをイネーブルにします。

（注） コマンドライン ヘルプ ストリングには表示されますが、
encryptキーワードはサポートされていません。

ステップ 9 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 10 show cns config connections コンフィギュレーション エージェントに関する情報を確認しま
す。

ステップ 11 show running-config 設定を確認します。

コマンド 説明
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CNS コンフィギュレーション エージェントをディセーブルにするには、no cns config initial 
{ip-address | hostname}グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

次に、リモート スイッチで初期設定を行う例を示します。スイッチのホスト名は一意の ID です。
CNS Configuration Registrar の IP アドレスは 172.28.129.22です。

Switch(config)# cns config connect-intf serial ping-interval 1 retries 1
Switch(config-cns-conn-if)# config-cli ip address negotiated
Switch(config-cns-conn-if)# config-cli encapsulation ppp
Switch(config-cns-conn-if)# config-cli ip directed-broadcast
Switch(config-cns-conn-if)# config-cli no keepalive
Switch(config-cns-conn-if)# config-cli no shutdown
Switch(config-cns-conn-if)# exit
Switch(config)# hostname RemoteSwitch
RemoteSwitch(config)# ip route 10.1.1.1 255.255.255.255 11.11.11.1
RemoteSwitch(config)# cns id Ethernet 0 ipaddress
RemoteSwitch(config)# cns config initial 10.1.1.1 no-persist

部分設定のイネーブル化

スイッチ上で CNS コンフィギュレーション エージェントをイネーブルにして部分設定を開始する
には、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

CNS コンフィギュレーション エージェントをディセーブルにするには、no cns config partial 
{ip-address | hostname} グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。部分設定を取
り消すには、cns config cancelイネーブル EXEC コマンドを使用します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 cns config partial {ip-address | hostname}
[port-number] [source ip-address]

コンフィギュレーション エージェントをイネーブルにして、部分
設定を開始します。

• {ip-address | hostname}には、コンフィギュレーション サーバ
の IP アドレスまたはホスト名を入力します。

• （任意）port number には、コンフィギュレーション サーバの
ポート番号を入力します。デフォルトのポート番号は 80 で
す。

• （任意）送信元 IP アドレスに使用する場合は、source ip-address
を入力します。

（注） コマンドライン ヘルプ ストリングには表示されますが、
encryptキーワードはサポートされていません。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show cns config stats
または

show cns config outstanding

コンフィギュレーション エージェントに関する情報を確認しま
す。

ステップ 5 show running-config 設定を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。



第 4章      IE2100 CNS エージェントの設定
CNS 設定の表示

4-13
Catalyst 3750 スイッチ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

78-16180-06-J

CNS 設定の表示
CNS 設定情報を表示するには、表 4-2のイネーブル EXEC コマンドを使用します。

表 4-2 CNS 設定の表示

コマンド 説明

show cns config connections CNS コンフィギュレーション エージェントの接続のステータ
スを表示します。

show cns config outstanding 開始されたがまだ終了していない増分（部分）CNS 設定に関す
る情報を表示します。

show cns config stats CNS コンフィギュレーション エージェントの統計情報を表示
します。

show cns event connections CNS イベント エージェントの接続のステータスを表示します。

show cns event stats CNS イベント エージェントの統計情報を表示します。

show cns event subject アプリケーションによってサブスクライブされたイベント エー
ジェントのサブジェクト リストを表示します。
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5

スイッチ スタックの管理

この章では、Catalyst 3750 スイッチ スタックの管理に関する概念と手順について説明します。

（注） この章で使用されるコマンドの構文および使用方法の詳細については、このリリースのコマンド リ
ファレンスを参照してください。

この章で説明する内容は、次のとおりです。

• スイッチ スタックの概要（p.5-2）

• スイッチ スタックの設定（p.5-21）

• 特定のスタック メンバーへの CLI アクセス（p.5-24）

• スイッチ スタック情報の表示（p.5-24）

StackWise ポートを使用したスイッチの配線方法や LED を使用してスイッチ スタック ステータス
を表示する方法など、スイッチ スタックに関するその他の情報については、ハードウェア インス
トレーション ガイドを参照してください。
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スイッチ スタックの概要
スイッチ スタックは、StackWise ポートを介して接続された最大 9 台の Catalyst 3750 スイッチから
構成されます。スイッチのうち 1 台がスタックの動作を制御し、このスイッチはスタック マスター
といいます。スタック マスターとスタック内の他のスイッチが、スタック メンバーです。スタッ
ク メンバーは、Cisco StackWise テクノロジーを使用して、1 つの統合システムとして連携し動作し
ます。レイヤ 2 およびレイヤ 3 プロトコルは、ネットワークに対して、スイッチ スタック全体を単
一のエンティティとして提供します。

スタック マスターは、スタック全体を管理するための単一拠点となります。スタック マスターか
ら、次のものを設定します。

• すべてのスタック メンバーに適用されるシステム レベル（グローバル）の機能

• スタック メンバーごとのインターフェイス レベルの機能

スイッチ スタックは、ブリッジ IDによって、または、スイッチ スタックがレイヤ 3 デバイスとし
て動作している場合はルータ MAC（メディア アクセス制御）アドレスによって、ネットワーク内
で識別されます。ブリッジ ID とルータ MAC アドレスは、スタック マスターの MAC アドレスに
よって決まります。各スタック メンバーは、専用のスタック メンバー番号によって一意に識別さ
れます。

スタック メンバーはすべて、スタック マスターになる条件を満たしています。スタック マスター
が使用不能になると、残りのスタック メンバーの中から新しいスタック マスターが選択されます。
さまざまなファクタによって、どのスイッチがスタック マスターになるかが決まります。そのファ
クタの 1 つが、スタック メンバー プライオリティ値です。最高のプライオリティ値を持つスイッ
チが、スタック マスターになります。

スタック マスターでサポートされているシステム レベルの機能は、スイッチ スタック全体でサ
ポートされます。

IP ベース イメージ ソフトウェアまたは IP サービス イメージ ソフトウェアの暗号化（暗号化をサ
ポートする）バージョンを実行しているスイッチがスタックに存在する場合は、そのスイッチをス

タック マスターにしてください。スタック マスターが IP ベース イメージ ソフトウェアまたは IP
サービス イメージ ソフトウェアの非暗号化バージョンを実行している場合、暗号化機能は使用で
きません。

スタック マスターには、スイッチ スタックの保存済みの実行コンフィギュレーション ファイルが
格納されています。コンフィギュレーション ファイルには、スイッチ スタックのシステム レベル
の設定と、スタック メンバーごとのインターフェイス レベルの設定が含まれます。各スタック メ
ンバーは、バックアップ目的で、これらのファイルの現在のコピーを保持します。

スイッチ スタックは、単一の IP アドレスを使用して管理します。IP アドレスは、システム レベル
の設定値で、スタック マスターや他のスタック メンバー固有の設定ではありません。スタックか
らスタック マスターや他のスタック メンバーを削除しても、同じ IP アドレスを使用してスタック
を管理できます。

次の方法を用いて、スイッチ スタックを管理できます。

• Network Assistant（Cisco.com から入手できます）

• すべてのスタック メンバーのコンソール ポートへのシリアル接続を介した CLI（コマンドライ
ン インターフェイス）

• SNMP（簡易ネットワーク管理プロトコル）を介したネットワーク管理アプリケーション
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（注） SNMP を使用して、サポートされる MIB によって定義されるスイッチ スタック全体のネッ
トワーク機能を管理します。スイッチは、スタック メンバーシップや選択などのスタック
固有の機能を管理するための MIB をサポートしません。

• CiscoWorks ネットワーク管理ソフトウェア

スイッチ スタックを管理するには、次のことを理解している必要があります。

• スイッチ スタックの形成に関する概念：

－ スイッチ スタックのメンバーシップ（p.5-3）

－ スタック マスターの選択と再選択（p.5-5）

• スイッチ スタックとスタック メンバーの設定方法に関する概念：

－ スイッチ スタック ブリッジ ID とルータ MAC アドレス（p.5-6）

－ スタック メンバー番号（p.5-7）

－ スタック メンバーのプライオリティ値（p.5-7）

－ スイッチ スタックのオフライン設定（p.5-8）

－ スイッチ スタックのハードウェア互換性と SDM 不一致モード（p.5-10）

－ スイッチ スタックのソフトウェア互換性に関する推奨事項（p.5-11）

－ スタック プロトコル バージョンの互換性（p.5-11）

－ スイッチ間のメジャー バージョン番号の非互換性（p.5-12）

－ スイッチ間のマイナー バージョン番号の非互換性（p.5-12）

－ 互換性のないソフトウェアおよびスタック メンバー イメージのアップグレード（p.5-15）

－ スイッチ スタックのコンフィギュレーション ファイル（p.5-16）

－ スイッチ スタックのシステム全体の設定に関する補足考慮事項（p.5-17）

－ スイッチ スタックの管理接続（p.5-17）

－ スイッチ スタックの設定のシナリオ（p.5-19）

（注） スイッチ スタックは、スイッチ クラスタとは別物です。スイッチ クラスタは、10/100/1000 ポート
などのスイッチ自身の LAN ポートを使用して接続されたスイッチのセットです。スイッチ スタッ
クとスイッチ クラスタの違いの詳細については、Cisco.com で入手できる『Getting Started with Cisco
Network Assistant』の「Planning and Creating Clusters」の章を参照してください。

スイッチ スタックのメンバーシップ
スイッチ スタックは、StackWise ポートを使用して接続された最大 9 台のスタック メンバーから構
成されます。スイッチ スタックには、常に 1 台のスタック マスターが存在します。

スタンドアロン スイッチは、スタック マスターとしても動作するスタック メンバーを 1 つだけ持
つスイッチ スタックです。スタンドアロン スイッチを別のスイッチへ接続して（図 5-1 [p.5-4] を参
照）、2 つのスタック メンバー（どちらか一方がスタック マスター）を持つスイッチ スタックを作
成することができます。スタンドアロン スイッチを既存のスイッチ スタックに接続して（図 5-2
[p.5-5] を参照）、スタック メンバーシップを増やすこともできます。
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スタック メンバーを同一のモデルと交換した場合、新たなスイッチは交換されたスイッチと同じメ
ンバー番号を使用すれば、交換されたスイッチとまったく同じ設定で機能します。スイッチ スタッ
クを割り当てる利点については、「スイッチ スタックのオフライン設定」（p.5-8）を参照してくださ
い。障害の発生したスイッチの交換については、ハードウェア インストレーション ガイドの
「Troubleshooting」の章を参照してください。

スタック マスターを削除したり、電源の入ったスタンドアロン スイッチまたはスイッチ スタック
を追加したりしないかぎり、メンバーシップの変更中も、スイッチ スタックの動作は間断なく継続
されます。

（注） スイッチ スタックに追加または削除するスイッチの電源が切断されていることを確認します。

スタック メンバーを追加または削除したあとで、スイッチ スタックがすべての帯域幅（32 Gbps）
で動作していることを確認します。スタック モード LED が点灯するまで、スタック メンバーの
Mode ボタンを押します。スタック内のすべてのスイッチの最後の 2 つのポート LED は、グリーン
に点灯します。スイッチ モデルに応じて、最後の 2 つのポートは 10/100/1000 ポートまたは Small
Form-factor Pluggable（SFP）モジュール ポートになります。いずれかのスイッチで、最後の 2 つの
ポート LED の一方または両方がグリーンでない場合、スタックは全帯域幅で稼働していません。

• 電源が入っているスイッチを追加すると（マージ）、マージ中のスイッチ スタックの各スタッ
ク マスターは、自分達の中から 1 台のスタック マスターを選択します。再選択されたスタッ
ク マスターは、マスターの役割と設定を保持し、スタック メンバーもメンバーの役割と設定
を保持します。それ以前のスタック マスターを含め残りのすべてのスイッチは、リロードさ
れ、スタック メンバーとしてスイッチ スタックに参加します。それらは、スタック メンバー
番号を使用可能な最小の番号に変更し、再選択されたスタック マスターのスタック設定を使用
します。

• 電源がオンの状態のスタック メンバーを取り外すと、スイッチ スタックがそれぞれ同じ設定
を持つ複数のスイッチ スタックに分割（パーティション化）されます。そのため、ネットワー
ク内で IP アドレス設定が競合してしまうことがあります。スイッチ スタックを分割状態のま
ま使用する場合は、新規に作成されたスイッチ スタックの IP アドレスを変更します。スイッ
チ スタックを分割しない場合は、次の手順を実行します。

a. 新規に作成されたスイッチ スタックの電源を切断します。

b. 新しいスイッチ スタックを、StackWise ポートを介して元のスイッチ スタックに再度接続
します。

c. スイッチの電源をオンにします。

スイッチ スタックの配線方法および電源の投入方法の詳細については、ハードウェア インスト
レーション ガイドの「Switch Installation」の章を参照してください。

図 5-1 2 台のスタンドアロン スイッチから構成されたスイッチ スタックの作成
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図 5-2 スタンドアロン スイッチのスイッチ スタックへの追加

スタック マスターの選択と再選択
スタック マスターは、次にリストした順番で、いずれかのファクタに基づいて選択または再選択さ
れます。

1. 現在スタック マスターであるスイッチ

2. 最高のスタック メンバー プライオリティ値を持つスイッチ

（注） スタック マスターにするスイッチには、最高のプライオリティ値を割り当てることを
推奨します。これにより、再選択の実行時には、必ずそのスイッチがスタック マスター
として選択されます。

3. デフォルトのインターフェイス レベルの設定を使用していないスイッチ

4. よりプライオリティの高いスイッチ ソフトウェア バージョンのスイッチ。次に、最高プライ
オリティから最低プライオリティへ順番にスイッチ ソフトウェア バージョンをリストします。

－ 暗号化 IP サービス イメージ ソフトウェア

－ 非暗号化 IP サービス イメージ ソフトウェア

－ 暗号化 IP ベース イメージ ソフトウェア

－ 非暗号化 IP ベース イメージ ソフトウェア

スタック内でマスター スイッチを選択している間は、Catalyst 3750 IP サービス イメージ暗号化
イメージのプライオリティが、Catalyst 3750 IP ベース イメージよりも高くなります。ただし、
スタック内の複数のスイッチが異なるソフトウェア イメージ（Cisco IOS Release 12.1(11)AX の
IP ベース イメージ、Cisco IOS Release 12.1(19)EA1 以上の暗号化 IP サービス イメージなど）を
使用する場合は、IP ベース イメージを稼働するスイッチがスタック マスターとして選択され
ます。これは、暗号化 IP サービス イメージを稼働するスイッチの開始が、IP ベース イメージ
を稼働するスイッチよりも 10 秒以上長くかかるからです。IP サービス イメージを稼働するス
イッチは、10 秒間続くマスター選択プロセスから除外されます。この問題を防ぐには、IP ベー
ス イメージを稼働するスイッチを Cisco IOS Release 12.1(11)AX 以降のソフトウェア リリース
にアップグレードするか、手動でマスター スイッチを起動して新しいメンバー スイッチを起
動するまで最低 8 秒待ちます。

5. システムのアップタイムが最長のスイッチ
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6. MAC アドレスが最小のスイッチ

スタック マスターは、次のイベントのいずれかが発生しないかぎり、役割を維持します。

• スイッチ スタックがリセットされた。* 

• スタック マスターがスイッチ スタックから削除された。

• スタック マスターがリセットされたか、電源が切れた。

• スタック マスターに障害が発生した。

• 電源の入ったスタンドアロン スイッチまたはスイッチ スタックが追加され、スイッチ スタッ
ク メンバーシップが増えた。*

アスタリスク（*）がマークされたイベントでは、リストされたファクタに基づいて現在のスタッ
ク マスターが再選択される可能性があります。

スイッチ スタック全体に電源を入れるかリセットすると、一部のスタック メンバーがスタック マ
スター選択に参加しない場合があります。同じ 20 秒の間に電源が投入されたスタック メンバーは、
スタック マスターの選択に参加し、スタック マスターとして選択される可能性があります。20 秒
間経過後に電源が投入されたスタック メンバーは、この初回の選択には参加せず、単にスタック
メンバーになります。再選択には、すべてのスタック メンバーが参加します。スイッチ マスター
の選択に影響する電源投入の考慮事項の詳細については、ハードウェア インストレーション ガイ
ドの「Switch Installation」の章を参照してください。

（注） Cisco IOS Release 12.2(20)SE3 より前のリリースが稼働するスイッチでは、10 秒経過後にスタック
マスターが選択されます。

数秒後、新たなスタック マスターが使用可能になります。その間、スイッチ スタックはメモリ内
の転送テーブルを使用して、ネットワークの中断を最小限に抑えます。新たなスタック マスターが
選択され、リセットされている間、他の使用可能なスタック メンバーの物理インターフェイスには
何も影響はありません。

新たなスタック マスターが選択され、以前のスタック マスターが使用可能になっても、以前のス
タック マスターはスタック マスターとしての役割は再開しません。

ハードウェア インストレーション ガイドに記載されているとおり、スイッチの Master LED を使用
して、そのスイッチがスタック マスターかどうかを確認できます。

スイッチ スタック ブリッジ ID とルータ MAC アドレス
ネットワーク内のスイッチ スタックは、ブリッジ ID とルータ MAC アドレスによって識別されま
す。スイッチ スタックが初期化すると、スタック マスターの MAC アドレスによってブリッジ ID
とルータ MAC アドレスが決定します。

スタック マスターが変わると、新たなスタック マスターの MAC アドレスによって、新たなブリッ
ジ ID とルータ MAC アドレスが決定します。ただし、固定 MAC アドレス機能がイネーブルの場合、
スタック MAC アドレスが変更されるまで約 4 分の遅延があります。この期間、前のスタック マス
ターがスタックに復帰すると、スイッチがスタック メンバーであってスタック マスターではない
場合でも、スタックはその MAC アドレスをスタック MAC アドレスとして使用し続けます。前の
スタック マスターがこの期間にスタックに復帰しない場合、スイッチ スタックは新しいスタック
マスターの MAC アドレスをスタック MAC アドレスとして取得します。詳細については、固定 MAC
アドレスのイネーブル化（p.5-21）を参照してください。
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スタック メンバー番号
スタック メンバー番号（1 ～ 9）は、スイッチ スタック内の各メンバーを識別します。また、メン
バー番号によって、スタック メンバーが使用するインターフェイス レベルの設定が決定します。
show switchユーザ EXEC コマンドを使用すると、スタック メンバー番号を表示できます。

新品のスイッチ（スイッチ スタックに参加していないか、手動でスタックメンバー番号が割り当て
られていないスイッチ）は、デフォルトのスタック メンバー番号 1 が設定された状態で出荷されて
います。スイッチ スタックに参加すると、デフォルトのスタック メンバー番号はスタック内の使
用可能なメンバー番号の中で最小の番号に変更されます。

同じスイッチ スタック内のスタック メンバーは、同じスタック メンバー番号を持つことはできま
せん。スタンドアロン スイッチを含む各スタック メンバーは、番号を手動で変更するか、番号が
スタック内の別のメンバーによってすでに使用されているかしないかぎり、自分のメンバー番号を

保持します。

• switch current-stack-member-number renumber new-stack-member-numberグローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用して手動でスタック メンバー番号を変更した場合は、その番号が
スタック内の他のメンバーに未割り当てなときにだけ、そのスタック メンバーのリセット後
（または、reload slot stack-member-number イネーブル EXEC コマンドの使用後）に、新たな番
号が有効となります。詳細については、「スタック メンバー番号の割り当て」（p.5-22）を参照
してください。スタック メンバー番号を変更するもう 1 つの方法は、「環境変数の管理」（p.3-16）
に記載されているとおりに、SWITCH_NUMBER 環境変数を変更することです。

その番号がスタック内の別のメンバーによって使用されている場合、スイッチはスタック内で

使用可能な最小の番号を選択します。

手動でスタック メンバーの番号を変更し、新たなメンバー番号にインターフェイス レベルの
設定が関連付けられていない場合は、スタック メンバーをデフォルト設定にリセットします。
スタック メンバー番号と設定の詳細については、「スイッチ スタックのコンフィギュレーショ
ン ファイル」（p.5-16）を参照してください。

割り当てられたスイッチでは、switch current-stack-member-number renumber new-stack-
member-numberグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用できません。このコマンド
を使用した場合、コマンドは拒否されます。

• スタック メンバーを別のスイッチ スタックへ移動した場合、スタック メンバーは、自分の番
号がスタック内の別のメンバーによって使用されていないときにだけ、その番号を保持しま

す。その番号がスタック内の別のメンバーによって使用されている場合、スイッチはスタック

内で使用可能な最小の番号を選択します。

• スイッチ スタックをマージした場合、新たなスタック マスターのスイッチ スタックに参加し
たスイッチは、スタック内で使用可能な最小の番号を選択します。スイッチ スタックのマージ
の詳細については、「スイッチ スタックのメンバーシップ」（p.5-3）を参照してください。

ハードウェア インストレーション ガイドに記載されているとおり、Stack モードのスイッチ ポート
LED を使用して、各スタック メンバーのスタック メンバー番号を目で見て確認できます。

スタック メンバーのプライオリティ値
スタック メンバーのプライオリティ値が高いほど、スタック マスターとして選択され、自分のス
タック メンバー番号を保持できる可能性が高くなります。プライオリティ値は 1 ～ 15 で、デフォ
ルトのプライオリティ値は 1 です。show switchユーザ EXEC コマンドを使用すると、スタック メ
ンバーのプライオリティ値を表示できます。

（注） スタック マスターにしたいスイッチには、最高のプライオリティ値を割り当てることを推奨しま
す。これによって、再選択の実行時には、必ずそのスイッチがスタック マスターとして選択され
ます。
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switch stack-member-number priority new-priority-value グローバル コンフィギュレーション コマンド
を使用して、スタック メンバーのプライオリティ値を変更できます。詳細については、「スタック
メンバー プライオリティ値の設定」（p.5-22）を参照してください。メンバー プライオリティ値を
変更するもう 1 つの方法は、「環境変数の管理」（p.3-16）に記載されているとおりに、
SWITCH_PRIORITY 環境変数を変更することです。

新しいプライオリティ値はすぐに有効となりますが、現在のスタック マスターには影響しません。
新たなプライオリティ値は、現在のスタック マスターまたはスイッチ スタックのリセット時に、ど
のスタック メンバーが新たなスタック マスターとして選択されるかを決定する場合に影響を及ぼ
します。

スイッチ スタックのオフライン設定
オフライン設定機能を使用すると、新しいスイッチがスイッチ スタックに参加する前に、スイッチ
に割り当て（設定を割り当て）できます。現在、スタックに属していないスイッチに関連したス

タック メンバー番号、スイッチ タイプ、インターフェイスを事前に設定できます。スイッチ スタッ
クで作成した設定を割り当てられた設定 と呼びます。スイッチ スタックに追加され、この設定を
受信するスイッチを割り当てられたスイッチ と呼びます。

switch stack-member-number provision typeグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、
割り当てられた設定を手動で作成します。また、スイッチが Cisco IOS Release 12.2(20)SE 以降で稼
働するスイッチ スタックに追加された場合、または割り当てられた設定が存在しない場合に、割り
当てられた設定が自動的に作成されます。

割り当てられたスイッチと関連する（たとえば、VLAN [ 仮想 LAN] の一部として）インターフェ
イスを設定する場合、スイッチ スタックは設定を受け入れ、その情報が実行コンフィギュレーショ
ンに表示されます。割り当てられたスイッチと関連するインターフェイスがアクティブでない場

合、インターフェイスは管理上のシャットダウンをされたかのように動作し、no shutdownインター
フェイス コンフィギュレーション コマンドはインターフェイスをアクティブ サービスに戻しませ
ん。割り当てられたスイッチと関連するインターフェイスは特定機能のディスプレイに表示されま

せん。たとえば、インターフェイスは show vlanユーザ EXEC コマンドの出力に表示されません。

スイッチ スタックは、割り当てられたスイッチがスタックに属するかどうかに関係なく、実行コン
フィギュレーションに割り当てられた設定を保持します。copy running-config startup-configイネー
ブル EXEC コマンドを使用すると、スタートアップ コンフィギュレーション ファイルに割り当て
られた設定を保存できます。スタートアップ コンフィギュレーション ファイルでは、割り当てら
れたスイッチがスタックに属するかどうかに関係なく、スイッチ スタックは保存した情報をリロー
ドして使用できます。

割り当てられたスイッチのスイッチ スタックへの追加による影響

割り当てられたスイッチをスイッチ スタックに追加する場合、スタックは割り当てられた設定、ま
たはデフォルト設定のいずれかを適用します。表 5-1では、スイッチ スタックが割り当てられた設
定と割り当てられたスイッチを比較するときに発生するイベントを示します。
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表 5-1 割り当てられた設定と割り当てられたスイッチとの比較結果

シナリオ 結果

スタック メンバー番号お
よびスイッチ タイプが適
合する

1. 割り当てられたスイッチのスタック メン
バー番号と、スタック上で割り当てられた設

定のスタック メンバー番号が一致する場合
で、

2. 割り当てられたスイッチのスイッチ タイプ
と、スタック上で割り当てられた設定のス

イッチ タイプが一致する場合

スイッチ スタックは、割り当てられた設
定を割り当てられたスイッチに適用し、

スタックに追加します。

スタック メンバー番号は
一致するが、スイッチ タイ
プが一致しない

1. 割り当てられたスイッチのスタック メン
バー番号と、スタック上で割り当てられた設

定のスタック メンバー番号が一致する場合
で、

2. 割り当てられたスイッチのスイッチ タイプ
と、スタック上で割り当てられた設定のス

イッチ タイプが一致しない場合

スイッチ スタックは、デフォルト設定を
割り当てられたスイッチに適用し、ス

タックに追加します。

割り当てられた設定は、新しい情報を反

映するために変更されます。

割り当てられた設定でス

タック メンバー番号が検
出されない

スイッチ スタックは、デフォルト設定を
割り当てられたスイッチに適用し、ス

タックに追加します。

割り当てられた設定は、新しい情報を反

映するために変更されます。

割り当てられたスイッチ

でスタック メンバー番号
が既存のスタック メン
バーと競合する

スタック マスターは、新しいスタック メンバー
を割り当てられたスイッチに割り当てます。

スタック メンバー番号およびスイッチ タイプが
次のように適合します。

1. 割り当てられたスイッチの新しいスタック
メンバー番号と、スタック上の割り当てられ

た設定のスタック メンバー番号が一致する
場合で、

2. 割り当てられたスイッチのスイッチ タイプ
と、スタック上で割り当てられた設定のス

イッチ タイプが一致する場合

スイッチ スタックは、割り当てられた設
定を割り当てられたスイッチに適用し、

スタックに追加します。

割り当てられた設定は、新しい情報を反

映するために変更されます。

スタック メンバー番号は一致するものの、ス
イッチ タイプが一致しません。

1. 割り当てられたスイッチのスタック メン
バー番号と、スタック上で割り当てられた設

定のスタック メンバー番号が一致する場合
で、

2. 割り当てられたスイッチのスイッチ タイプ
と、スタック上で割り当てられた設定のス

イッチ タイプが一致しない場合

スイッチ スタックは、デフォルト設定を
割り当てられたスイッチに適用し、ス

タックに追加します。

割り当てられた設定は、新しい情報を反

映するために変更されます。

割り当てられたスイッチ

のスタック メンバー番号
が、割り当てられた設定で

検出されない

スイッチ スタックは、デフォルト設定を
割り当てられたスイッチに適用し、ス

タックに追加します。
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割り当てられた設定で指定したスイッチ タイプとは異なるスイッチを、電源が切られたスイッチ
スタックに追加して電力供給すると、スイッチ スタックはスタートアップ コンフィギュレーショ
ン ファイルの switch stack-member-number provision type グローバル コンフィギュレーション コマ
ンド（現在は不正コマンド）を拒否します。ただし、スタックの初期化中は、スタートアップ コン
フィギュレーション ファイルのデフォルトでないインターフェイス コンフィギュレーション情報
が、（間違ったタイプの可能性がある）割り当てられたインターフェイス向けに実行されます。実

際のスイッチ タイプと前述の割り当てられたスイッチ タイプの違いによって、拒否されるコマン
ドと、受け入れられるコマンドがあります。

たとえば、Power over Ethernet（PoE）を装備した 48 ポート スイッチ用にスイッチ スタックが割り
当てられる場合、この設定が割り当てられてスタックが切断されます。それから、PoE を装備して
いない 24 ポート スイッチはスイッチ スタックに接続され、スタックが切断されます。この状況で
は、ポート 25 ～ 48 の設定は拒否され、エラー メッセージが初期化中のスタック マスター スイッ
チ コンソール上に表示されます。さらに、PoE 対応インターフェイスで有効な、設定済み PoE 関連
コマンドは、ポート 1 ～ 24 に対しても拒否されます。

（注） スイッチ スタックが Cisco IOS Release 12.2(20)SE 以降で稼働し、新しいスイッチ用に割り当てられ
た設定を含まない場合、スイッチはデフォルトのインターフェイス コンフィギュレーションでス
タックに参加します。スイッチ スタックは、新しいスイッチと一致する switch stack-member-number
provision typeグローバル コンフィギュレーション コマンドを実行コンフィギュレーションに追加
します。

設定の詳細については、「スイッチ スタックへの新しいメンバーの割り当て」（p.5-23）を参照して
ください。

スイッチ スタックの割り当てられたスイッチの交換による影響

スイッチ スタック内で割り当てられたスイッチが故障し、スタックから取り外され、別のスイッチ
と交換する場合、スタックは割り当てられた設定、またはデフォルト設定をこのスイッチに適用し

ます。スイッチ スタックが、割り当てられた設定と割り当てられたスイッチを比較するときに発生
したイベントは、「割り当てられたスイッチのスイッチ スタックへの追加による影響」（p.5-8）に記
載のイベントと同じです。

割り当てられたスイッチのスイッチ スタックからの削除による影響

スイッチ スタックが Cisco IOS Release 12.2(20)SE 以降で稼働し、割り当てられたスイッチをスイッ
チ スタックから削除した場合、削除されたスタック メンバーと関連する設定は、割り当てられた
情報として実行コンフィギュレーションにあります。設定を完全に削除するには、no switch
stack-member-number provisionグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

スイッチ スタックのハードウェア互換性と SDM 不一致モード
Catalyst 3750-12S スイッチは、デスクトップおよびアグリゲータ Switch Database Management（SDM）
テンプレートをサポートします。他のすべての Catalyst 3750 スイッチは、デスクトップ SDM テン
プレートのみをサポートします。
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スタック メンバーはすべて、スタック マスターに設定された SDM テンプレートを使用します。ス
タック マスターがアグリゲータ テンプレートを使用している場合は、Catalyst 3750-12S スイッチだ
けがスタック メンバーになることができます。このスイッチ スタックに参加しようとする他のス
イッチはすべて、SDM 不一致モードになります。これらのスイッチは、スタック マスターがデス
クトップ SDM テンプレートを稼働している場合にだけ、スタックに参加できます。

Catalyst 3750-12S スイッチのスイッチ スタックを作成予定の場合に限り、スタック マスターにアグ
リゲータ テンプレートを使用させることを推奨します。異なる Catalyst 3750 スイッチ モデルを持
つスイッチ スタックを作成予定の場合は、いずれかのデスクトップ テンプレートを使用するよう
にスタック マスターを設定してください。

（注） Version-mismatch（VM; バージョン不一致）モードは、SDM 不一致モードより優先されます。VM
モード条件と SDM 不一致モードが存在する場合、スイッチ スタックは先に VM モード条件を解決
しようとします。

show switch イネーブル EXEC コマンドを使用すると、スタック メンバーが SDM 不一致モードに
なっているかどうかを確認できます。

SDM テンプレートと SDM 不一致モードの詳細については、第 8 章「SDM テンプレートの設定」を
参照してください。

スイッチ スタックのソフトウェア互換性に関する推奨事項
スタック メンバー間の完全な互換性を確保するには、このセクションと「スイッチ スタックのハー
ドウェア互換性と SDM 不一致モード」（p.5-10）に記載された情報を使用します。

スタック メンバー間で互換性を確保するには、すべてのスタック メンバーが同じ Cisco IOS ソフト
ウェア バージョンを稼働している必要があります。これは、スタック メンバー間でスタック プロ
トコル バージョンの完全な互換性を保証する上で役立ちます。たとえば、すべてのスタック メン
バーに IP サービス イメージ Cisco IOS Release 12.1(14)EA1 をインストールします。詳細について
は、「スタック プロトコル バージョンの互換性」（p.5-11）を参照してください。

スタック プロトコル バージョンの互換性
各ソフトウェア イメージには、スタック プロトコル バージョンが含まれます。スタック プロトコ
ル バージョンには、メジャーバージョン番号とマイナーバージョン番号があります（たとえば 1.4
の場合は、1 がメジャー バージョン番号で、4 がマイナー バージョン番号になります）。両方のバー
ジョン番号によって、スタック メンバー間の互換性レベルが決定します。
show platform stack-manager allイネーブル EXEC コマンドを使用すると、スタック プロトコル バー
ジョンを表示できます。

Cisco IOS ソフトウェアのバージョンが同じスイッチは、スタック プロトコルのバージョンも同じ
です。このようなスイッチは完全に互換可能で、すべての機能がスイッチ スタック全体に亘って適
切に動作します。スタック マスターと Cisco IOS ソフトウェア バージョンが同じスイッチは、すぐ
にスイッチ スタックに参加します。

非互換性が混在する場合は、完全な機能を備えたスタック メンバーが、特定のスタック メンバー
との非互換が生じていることを示すシステム メッセージを生成します。スタック マスターは、す
べてのスタック メンバーに対してメッセージを送信します。詳細については、「スイッチ間のメ
ジャー バージョン番号の非互換性」（p.5-12）および「スイッチ間のマイナー バージョン番号の非
互換性」（p.5-12）を参照してください。
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スイッチ間のメジャー バージョン番号の非互換性
多くの場合、異なる Cisco IOS ソフトウェア バージョンのスイッチは、スタック プロトコル バー
ジョンも異なります。メジャー バージョン番号が異なるスイッチは非互換で、同じスイッチ スタッ
ク内には存在できません。

スイッチ間のマイナー バージョン番号の非互換性
スタック マスターとメジャー バージョン番号は同じだがマイナー バージョン番号が異なるスイッ
チは、部分的に互換可能であるとみなされます。スイッチ スタックに接続されている場合、部分的
に互換可能なスイッチは VM モードになり、完全な機能を備えたメンバーとしてはスタックに参加
できません。ソフトウェアは不一致ソフトウェアを検出すると、スイッチ スタック イメージまた
はスイッチ スタック フラッシュ メモリの tar ファイル イメージを使用して、VM モードのスイッ
チをアップグレード（またはダウングレード）しようとします。ソフトウェアでは、自動的なアッ

プグレード（自動アップグレード）または自動的なアドバイス（自動アドバイス）機能を使用しま

す。詳細については、「自動アップグレードおよび自動アドバイスの概要」（p.5-12）を参照してく
ださい。

VM モードのスイッチの有無を確認するには、 show switchユーザ EXEC コマンドを使用します。VM
モードのスイッチ上のポート LED も、オフのままです。Mode ボタンを押しても、LED モードは変
更されません。

自動アップグレードおよび自動アドバイスの概要

ソフトウェアが不一致ソフトウェアを検出し、VM モードのスイッチをアップグレードしようとす
る場合は、2 つのソフトウェア処理を行います。

• 自動的なアップグレード（自動アップグレード） ― 任意のスタック メンバー上で稼働するソフ
トウェア イメージを自動的にコピー（自動コピー）するか、またはスイッチ スタックのフラッ
シュ メモリの tar ファイルを VM モードのスイッチにコピーして、アップグレード（自動アッ
プグレード）します。デフォルトでは、自動アップグレードはイネーブル（boot auto-copy-sw
グローバル コンフィギュレーション コマンドがイネーブル）です。自動アップグレードをディ
セーブルにするには、スタック マスター上で no boot auto-copy-sw グローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。show bootイネーブル EXEC コマンドを使用して、表示さ
れる Auto upgrade行を確認することにより、自動アップグレードのステータスを確認できます。

自動アップグレードが実行されるのは、この機能がイネーブルの場合、VM モードのスイッチ
に十分なフラッシュ メモリがある場合、および次のような場合です。

－ スイッチ スタック上で稼働するソフトウェア イメージが VM モードのスイッチに適して
いる場合、または

－ スイッチ スタックからの tar ファイルが VM モードのスイッチに適している場合。VM モー
ドのスイッチでは、すべてのリリース済みのソフトウェアが稼働するとは限りません。た

とえば、新しいスイッチ ハードウェアは以前のソフトウェア バージョンでは認識されませ
ん。

自動アップグレードおよび自動コピー処理は、開始されるまで数分かかります。

自動アップグレード処理が完了すると、VM モードであったスイッチはリロードされ、完全な
機能を備えたメンバーとしてスタックに参加します。リロード中に両方の StackWise ケーブル
が接続されている場合、スイッチ スタックは 2 つのリング上で動作するため、ネットワーク ダ
ウンタイムが発生しません。
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（注） 自動アップグレードでは、2 つのイメージ タイプが同じ場合にのみアップグレードを実
行します。たとえば、VM モードのスイッチでイメージ タイプが IP サービス イメージ
から IP ベース イメージ（またはその逆）に、つまり暗号化から非暗号化（またはその
逆）には自動的にアップグレードしません。

• 自動的なアドバイス（自動アドバイス） ― 自動アップグレード処理により、VM モードのスイッ
チにコピーするのに適したスタック メンバー ソフトウェアが検出されない場合、自動アドバ
イス処理により、スイッチ スタックまたは VM モードのスイッチを手動でアップグレードする
のに必要なコマンド（archive copy-swまたは archive download-swイネーブル EXEC コマンド）
およびイメージ名（tar ファイル名）が指定されます。推奨されるイメージは実行中のスイッチ
スタック イメージ、またはスイッチ スタック（VM モードのスイッチを含む）内のいずれかの
フラッシュ ファイル システムの tar ファイルです。自動アドバイスは、ディセーブルにはでき
ません。また、この機能のステータスを確認するコマンドはありません。

スイッチ スタック ソフトウェアおよび VM モードのスイッチのソフトウェアに同じフィー
チャ セットが含まれない場合は、自動アドバイス ソフトウェアからの指示もありません。た
とえば、IP ベース イメージが稼働するスイッチ スタックに、IP サービス イメージが稼働する
スイッチを追加した場合、自動アドバイス ソフトウェアは推奨ソフトウェアを提示しません。
暗号化イメージおよび非暗号化イメージが稼働する場合も、同様です。

自動アップグレードおよび自動アドバイスのメッセージ例

マイナー バージョン番号が異なるスイッチをスイッチ スタックに追加すると、メッセージが連続
して表示されます（スイッチがその他のシステム メッセージを生成しない場合）。

次に、スイッチ スタックが、スイッチ スタックと異なるマイナー バージョン番号を実行する新し
いスイッチを検出した例を示します。自動コピーが起動し、スタック メンバーから VM モードの
スイッチにコピーするのに適したソフトウェアを検出し、VM モードのスイッチをアップグレード
して、リロードします。

*Mar 11 20:31:19.247:%STACKMGR-6-STACK_LINK_CHANGE:Stack Port 2 Switch 2 has changed 
to state UP
*Mar 11 20:31:23.232:%STACKMGR-6-SWITCH_ADDED_VM:Switch 1 has been ADDED to the stack 
(VERSION_MISMATCH)
*Mar 11 20:31:23.291:%STACKMGR-6-SWITCH_ADDED_VM:Switch 1 has been ADDED to the stack 
(VERSION_MISMATCH) (Stack_1-3)
*Mar 11 20:33:23.248:%IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW_INITIATED:Auto-copy-software process 
initiated for switch number(s) 1
*Mar 11 20:36:15.038:%IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW:
*Mar 11 20:36:15.038:%IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW:Searching for stack member to act
*Mar 11 20:36:15.038:%IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW:as software donor...
*Mar 11 20:36:15.038:%IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW:Found donor (system #2) for
*Mar 11 20:36:15.038:%IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW:member(s) 1
*Mar 11 20:36:15.038:%IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW:System software to be uploaded:
*Mar 11 20:36:15.038:%IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW:System Type:            0x00000000
*Mar 11 20:36:15.038:%IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW:archiving c3750-ipservices-mz.122-25.SEB 
(directory)
*Mar 11 20:36:15.038:%IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW:archiving 
c3750-ipservices-mz.122-25.SEB/c3750-ipservices-mz.122-25.SEB.bin (4945851 bytes)
*Mar 11 20:36:15.038:%IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW:archiving 
c3750-ipservices-mz.122-25.SEB/info (450 bytes)
*Mar 11 20:36:15.038:%IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW:archiving info (104 bytes)
*Mar 11 20:36:15.038:%IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW:examining image...
*Mar 11 20:36:15.038:%IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW:extracting info (104 bytes)
*Mar 11 20:36:15.038:%IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW:extracting 
c3750-ipservices-mz.122-25.SEB/info (450 bytes)
*Mar 11 20:36:15.038:%IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW:extracting info (104 bytes)
*Mar 11 20:36:15.038:%IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW:
*Mar 11 20:36:15.038:%IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW:Stacking Version Number:1.4
*Mar 11 20:36:15.038:%IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW:
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*Mar 11 20:36:15.038:%IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW:System Type:            0x00000000
*Mar 11 20:36:15.038:%IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW:  Ios Image File Size:  0x004BA200
*Mar 11 20:36:15.038:%IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW:  Total Image File Size:0x00818A00
*Mar 11 20:36:15.038:%IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW:  Minimum Dram required:0x08000000
*Mar 11 20:36:15.038:%IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW:  Image Suffix:ipservices-122-25.SEB
*Mar 11 20:36:15.038:%IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW:  Image 
Directory:c3750-ipservices-mz.122-25.SEB
*Mar 11 20:36:15.038:%IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW:  Image 
Name:c3750-ipservices-mz.122-25.SEB
*Mar 11 20:36:15.038:%IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW:  Image
Feature:IP|LAYER_3|PLUS|MIN_DRAM_MEG=128
*Mar 11 20:36:15.038:%IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW:
*Mar 11 20:36:15.038:%IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW:Old image for switch 
1:flash1:c3750-ipservices-mz.122-25.SEB
*Mar 11 20:36:15.038:%IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW:  Old image will be deleted after 
download.
*Mar 11 20:36:15.038:%IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW:
*Mar 11 20:36:15.038:%IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW:Extracting images from archive into 
flash on switch 1...
*Mar 11 20:36:15.038:%IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW:c3750-i5-mz.122-0.0.313.SE (directory)
*Mar 11 20:36:15.038:%IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW:extracting 
c3750-i5-mz.122-0.0.313.SE/c3750-ipservices-mz.122-25.SEB (4945851 bytes)
*Mar 11 20:36:15.038:%IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW:extracting 
c3750-ipservices-mz.122-25.SEB/info (450 bytes)
*Mar 11 20:36:15.038:%IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW:extracting info (104 bytes)
*Mar 11 20:36:15.038:%IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW:
*Mar 11 20:36:15.038:%IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW:Installing 
(renaming):`flash1:update/c3750-i5-mz.122-0.0.313.SE' ->
*Mar 11 20:36:15.038:%IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW:       
`flash1:c3750-ipservices-mz.122-25.SEB'
*Mar 11 20:36:15.038:%IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW:New software image installed in 
flash1:c3750-i5-mz.122-0.0.313.SE
*Mar 11 20:36:15.038:%IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW:
*Mar 11 20:36:15.038:%IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW:
*Mar 11 20:36:15.038:%IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW:Removing old 
image:flash1:c3750-i5-mz.121-19.EA1
*Mar 11 20:36:15.038:%IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW:
*Mar 11 20:36:15.038:%IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW:All software images installed.
*Mar 11 20:36:15.038:%IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW:Requested system reload in progress...
*Mar 11 20:36:15.038:%IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW:Software successfully copied to
*Mar 11 20:36:15.038:%IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW:system(s) 1
*Mar 11 20:36:15.038:%IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW:Done copying software
*Mar 11 20:36:15.038:%IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW:Reloading system(s) 1
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次に、スイッチ スタックが、スイッチ スタックと異なるマイナー バージョン番号を実行する新し
いスイッチを検出した例を示します。自動コピーは起動しますが、スイッチ スタックと互換可能に
するための、VM モードのスイッチにコピーするソフトウェアをスイッチ スタック内で検出できま
せん。自動アドバイス処理が起動し、ネットワークから VM モードのスイッチに tar ファイルをダ
ウンロードするように推奨されます。

*Mar  1 00:01:11.319:%STACKMGR-6-STACK_LINK_CHANGE:Stack Port 2 Switch 2 has changed 
to state UP
*Mar  1 00:01:15.547:%STACKMGR-6-SWITCH_ADDED_VM:Switch 1 has been ADDED to the stack 
(VERSION_MISMATCH)
stack_2#
*Mar  1 00:03:15.554:%IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW_INITIATED:Auto-copy-software process 
initiated for switch number(s) 1
*Mar  1 00:03:15.554:%IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW:
*Mar  1 00:03:15.554:%IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW:Searching for stack member to act
*Mar  1 00:03:15.554:%IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW:as software donor...
*Mar  1 00:03:15.554:%IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW:Software was not copied
*Mar  1 00:03:15.562:%IMAGEMGR-6-AUTO_ADVISE_SW_INITIATED:Auto-advise-software process 
initiated for switch number(s) 1
*Mar  1 00:04:22.537:%IMAGEMGR-6-AUTO_ADVISE_SW:
*Mar  1 00:04:22.537:%IMAGEMGR-6-AUTO_ADVISE_SW:
*Mar  1 00:04:22.537:%IMAGEMGR-6-AUTO_ADVISE_SW:Systems with incompatible software
*Mar  1 00:04:22.537:%IMAGEMGR-6-AUTO_ADVISE_SW:have been added to the stack.  The
*Mar  1 00:04:22.537:%IMAGEMGR-6-AUTO_ADVISE_SW:storage devices on all of the stack
*Mar  1 00:04:22.537:%IMAGEMGR-6-AUTO_ADVISE_SW:members have been scanned, and it has
*Mar  1 00:04:22.537:%IMAGEMGR-6-AUTO_ADVISE_SW:been determined that the stack can be
*Mar  1 00:04:22.537:%IMAGEMGR-6-AUTO_ADVISE_SW:repaired by issuing the following
*Mar  1 00:04:22.537:%IMAGEMGR-6-AUTO_ADVISE_SW:command(s):
*Mar  1 00:04:22.537:%IMAGEMGR-6-AUTO_ADVISE_SW:
*Mar  1 00:04:22.537:%IMAGEMGR-6-AUTO_ADVISE_SW:    archive download-sw /force-reload 
/overwrite /dest 1 flash1:c3750-ipservices-mz.122-25.SEB.tar
*Mar  1 00:04:22.537:%IMAGEMGR-6-AUTO_ADVISE_SW:

archive download-swイネーブル EXEC コマンドの使用の詳細については、「ソフトウェア イメージ
の操作」（p.B-21）を参照してください。

（注） 自動アドバイスおよび自動コピーでは、スイッチ スタック上の info ファイルの調査およびディレ
クトリ構造の検索により、実行中のイメージを識別します。archive download-swイネーブル EXEC
コマンドではなく copy tftp:コマンドを使用してイメージをダウンロードすると、正確なディレク
トリ構造が適切に作成されません。info ファイルの詳細については、「サーバまたは Cisco.com 上の
イメージの tar ファイル形式」（p.B-22）を参照してください。

互換性のないソフトウェアおよびスタック メンバー イメージのアップグレード
archive copy-sw イネーブル EXEC コマンドを使用すると、互換性のないソフトウェア イメージの
あるスイッチをアップグレードできます。コマンドを使用すると、既存のスタック メンバーのソフ
トウェア イメージを、互換性のないソフトウェアを稼働しているメンバーにコピーできます。この
スイッチは自動的に再起動され、完全な機能を備えたメンバーとしてスタックに参加します。詳細

については、「スタック メンバー間のイメージ ファイルのコピー」（p.B-36）を参照してください。
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スイッチ スタックのコンフィギュレーション ファイル
コンフィギュレーション ファイルには、次の設定情報が格納されています。

• すべてのスタック メンバーに適用されるシステム レベル（グローバル）コンフィギュレーショ
ン設定 ― IP、STP（スパニングツリー プロトコル）、VLAN、SNMP 設定など

• スタック メンバーのインターフェイス固有のコンフィギュレーション設定 ― 各スタック メン
バーに固有

スタック マスターには、スイッチ スタックの保存済みの実行コンフィギュレーション ファイルが
格納されています。すべてのスタック メンバーは、定期的に、スタック マスターからコンフィギュ
レーション ファイルの同期化されたコピーを受け取ります。スタック マスターが使用不能になる
と、スタック マスターの役割を引き受けたスタック メンバーが最新のコンフィギュレーション
ファイルを保持します。

（注） すべてのスタック メンバーに Cisco IOS Release 12.1(14)EA1 以降をインストールすることを推奨し
ます。これによって、実行コンフィギュレーションがスタートアップ コンフィギュレーションに
保存されていない状態でスタック マスターが交換されても、スタック マスターのインターフェイ
ス固有のコンフィギュレーションは確実に保存されます。

新規のスイッチがスイッチ スタックに参加した場合、そのスイッチはスイッチ スタックのシステ
ム レベルの設定を使用します。スイッチが別のスイッチ スタックに移動された場合、そのスイッ
チは保存済みのコンフィギュレーション ファイルを失い、新たなスイッチ スタックのシステム レ
ベルの設定を使用します。

各スタック メンバーのインターフェイス固有のコンフィギュレーションには、スタック メンバー
番号が関連付けられます。「スタック メンバー番号」（p.5-7）に記載されているとおり、スタック
メンバーは、番号が手動で変更されるか、同じスイッチ スタック内の別のメンバーによってすでに
使用されているかしないかぎり、自分の番号を保持します。

• そのメンバー番号に対応するインターフェイス固有のコンフィギュレーションが存在しない

場合は、スタック メンバーはデフォルトのインターフェイス固有のコンフィギュレーションを
使用します。

• そのメンバー番号に対応するインターフェイス固有のコンフィギュレーションが存在する場

合は、スタック メンバーはそのメンバー番号に関連付けられたインターフェイス固有のコン
フィギュレーションを使用します。

スタック メンバーに障害が生じ、それを同一のモデルと交換した場合、交換後のスイッチは自動的
に、障害の生じたスイッチと同じインターフェイス固有のコンフィギュレーションを使用します。

そのため、インターフェイス設定を再設定する必要はありません。交換後のスイッチは、障害の生

じたスイッチと同じスタック メンバー番号を持つ必要があります。スイッチ スタックを割り当て
る利点については、「スイッチ スタックのオフライン設定」（p.5-8）を参照してください。

スタンドアロン スイッチのコンフィギュレーションの場合と同じ方法で、スタック コンフィギュ
レーションをバックアップし復元します。ファイル システムとコンフィギュレーション ファイル
の詳細については、付録 B「Cisco IOS ファイル システム、コンフィギュレーション ファイル、お
よびソフトウェア イメージの操作」を参照してください。



第 5章      スイッチ スタックの管理
スイッチ スタックの概要

5-17
Catalyst 3750 スイッチ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

78-16180-06-J

スイッチ スタックのシステム全体の設定に関する補足考慮事項
ここでは、スイッチ スタックにシステム全体の機能を設定する場合にさらに考慮すべき事項につい
て説明します。

• 『Getting Started with Cisco Network Assistant』（Cisco.com から入手できます）の「Planning and 
Creating Clusters」の章

• MAC アドレスおよびスイッチ スタック（p.7-22）

• SDM テンプレートの設定（p.8-7）

• IEEE 802.1x とスイッチ スタック（p.10-15）

• VTP とスイッチ スタック（p.14-7）

• プライベート VLAN およびスイッチ スタック（p.16-6）

• スパニングツリーとスイッチ スタック（p.18-13）

• MSTP とスイッチ スタック（p.19-9）

• DHCP スヌーピングおよびスイッチ スタック（p.22-8）

• IGMP スヌーピングおよびスイッチ スタック（p.24-7）

• ポート セキュリティおよびスイッチ スタック（p.25-20）

• CDP およびスイッチ スタック（p.26-2）

• SPAN/RSPAN およびスイッチ スタック（p.28-10）

• ACL およびスイッチ スタック（p.32-7）

• EtherChannel およびスイッチ スタック（p.34-10）

• IP ルーティングおよびスイッチ スタック（p.35-4）

• IPv6 とスイッチ スタック（p.36-8）

• HSRP およびスイッチ スタック（p.39-4）

• マルチキャスト ルーティングおよびスイッチ スタック（p.40-9）

• 代替ブリッジングおよびスイッチ スタック（p.42-3）

スイッチ スタックの管理接続
スタック マスターを使用して、スイッチ スタックとスタック メンバー インターフェイスを管理し
ます。CLI、SNMP、Network Assistant、CiscoWorks ネットワーク管理アプリケーションを使用でき
ます。個々のスイッチごとにスタック メンバーを管理することはできません。

ここでは、スイッチ スタック接続情報について説明します。

• IP アドレスによるスイッチ スタックへの接続（p.5-17）

• SSH セッションによるスイッチ スタックへの接続（p.5-18）

• コンソール ポートによるスイッチ スタックへの接続（p.5-18）

• 特定のスタック メンバーへの接続（p.5-18）

IP アドレスによるスイッチ スタックへの接続

スイッチ スタックは単一の IP アドレスを使用して管理されます。IP アドレスは、システム レベル
の設定値で、スタック マスターや他のスタック メンバー固有の設定ではありません。スタックか
らスタック マスターや他のスタック メンバーを削除しても、IP 接続は存続していれば、引き続き
同じ IP アドレスを使用してスタックを管理できます。
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（注） スイッチ スタックからスタック メンバーを削除した場合、各スタック メンバーは自身の IP アドレ
スを保持します。したがって、ネットワーク内で同じ IP アドレスを持つ 2 つのデバイスが競合し
てしまうのを避けるため、スイッチ スタックから削除したスイッチの IP アドレスは変更します。

スイッチ スタックの設定に関する情報は、「スイッチ スタックのコンフィギュレーション ファイ
ル」（p.5-16）を参照してください。

SSH セッションによるスイッチ スタックへの接続

IP ベース イメージ ソフトウェアまたは IP サービス イメージ ソフトウェアの暗号化バージョンを
稼働するスタック マスターに障害が生じたか、それが非暗号化バージョンのソフトウェアを稼働す
るスイッチと交換された場合には、スイッチ スタックへの Secure Shell（SSH; セキュア シェル）接
続が失われることがあります。IP ベース イメージ ソフトウェアまたは IP サービス イメージ ソフ
トウェアの暗号化バージョンを稼働しているスイッチをスタック マスターにすることを推奨しま
す。スタック マスターが IP ベース イメージ ソフトウェアまたは IP サービス イメージ ソフトウェ
アの非暗号化バージョンを実行している場合、暗号化機能は使用できません。

コンソール ポートによるスイッチ スタックへの接続

1 つまたは複数のスタック メンバーのコンソール ポートを経由してスタック マスターへ接続でき
ます。

スタック マスターに複数の CLI セッションを使用する場合は、慎重に行ってください。特定のセッ
ションで入力したコマンドは、他のセッションに表示されません。したがって、コマンドを入力し

たセッションを識別できなくなることがあります。

スイッチ スタックを管理する場合は、CLI セッションを 1 つのみ使用することを推奨します。

特定のスタック メンバーへの接続

特定のスタック メンバー ポートを設定する場合は、CLI コマンドのインターフェイス指定部分に
スタック メンバー番号を指定する必要があります。詳細については、「インターフェイス コンフィ
ギュレーション モードの使用方法」（p.11-11）を参照してください。

特定のスタック メンバーをデバッグするために、session stack-member-numberイネーブル EXEC コ
マンドを使用して、スタック マスターからスタック メンバーへアクセスできます。スタック メン
バー番号は、システム プロンプトに付加されます。たとえば、Switch-2#はスタック メンバー 2 の
イネーブル EXEC モードのプロンプトです。Switchは、スタック マスターのシステム プロンプト
です。特定のスタック メンバーへの CLI セッションでは、showコマンドと debugコマンドのみを
使用できます。
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スイッチ スタックの設定のシナリオ
表 5-2 では、スイッチ スタック コンフィギュレーションのシナリオを示します。大半のシナリオ
は、少なくとも 2 台のスイッチが StackWise ポートを使用して接続されていることを前提にしてい
ます。

表 5-2 スイッチ スタックの設定のシナリオ

シナリオ 結果

既存のスタック マスター
によって、明確に決定さ

れるスタック マスター選
択

StackWise ポートを使用して 2 つの電源の
入ったスイッチ スタックを接続します。

2 つのスタック マスターの一方だけが、新た
なスタック マスターになります。その他のス
タック メンバーはどれも、スタック マスター
にはなりません。

スタック メンバーのプラ
イオリティ値によって、

明確に決定されるスタッ

ク マスター選択

1. StackWise ポートを使用して、2 台のス
イッチを接続します。

2. switch stack-member-number priority 
new-priority-number グローバル コンフィ
ギュレーション コマンドを使用して、1
つのスタック メンバーに、より高いメン
バー プライオリティ値を設定します。

3. 両方のスタック メンバーを同時に再起
動します。

より高いプライオリティ値を持つスタック メ
ンバーがスタック マスターとして選択されま
す。

コンフィギュレーション

ファイルによって、明確

に決定されるスタック マ
スター選択

両方のスタック メンバーが同じプライオリ
ティ値を持つものと仮定します。

1. 1 つのスタック メンバーがデフォルトの
コンフィギュレーションを持ち、他のス

タック メンバーが保存済み（デフォルト
でない）のコンフィギュレーション ファ
イルを持つことを確認します。

2. 両方のスタック メンバーを同時に再起
動します。

保存済みのコンフィギュレーション ファイル
を持つスタック メンバーがスタック マス
ターとして選択されます。

暗号化 IP サービス イ
メージ ソフトウェアに
よって、明確に決定され

るスタック マスター選択

すべてのスタック メンバーが同じプライオ
リティ値を持つものと仮定します。

1. 1 つのスタック メンバーに暗号化 IP サー
ビス イメージ ソフトウェアがインス
トールされ、他のスタック メンバーには
非暗号化 IP サービス イメージ ソフト
ウェアがインストールされていることを

確認します。

2. 両方のスタック メンバーを同時に再起
動します。

暗号化 IP サービス イメージ ソフトウェアが
インストールされたスタック メンバーがス
タック マスターとして選択されます。

暗号化 IP ベース イメー
ジ ソフトウェアによっ
て、明確に決定されるス

タック マスター選択

すべてのスタック メンバーが同じプライオ
リティ値を持つものと仮定します。

1. 1 つのスタック メンバーに暗号化 IP ベー
ス ソフトウェアがインストールされ、他
のスタック メンバーには非暗号化 IP
ベース イメージ ソフトウェアがインス
トールされていることを確認します。

2. 両方のスタック メンバーを同時に再起
動します。

暗号化 IP ベース イメージ ソフトウェアがイ
ンストールされたスタック メンバーがスタッ
ク マスターとして選択されます。
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MAC アドレスによって、
明確に決定されるスタッ

ク マスター選択

両方のスタック メンバーが同じプライオリ
ティ値、コンフィギュレーション ファイル、
ソフトウェア イメージを持つものと仮定し、
両方のスタック メンバーを同時に再起動し
ます。

より小さい MAC アドレスを持つスタック メ
ンバーがスタック マスターとして選択されま
す。

スタック メンバー番号の
競合

1 つのスタック メンバーが他のスタック メ
ンバーより高いプライオリティ値を持つもの

と仮定します。

1. 両方のスタック メンバーが同じスタック
メンバー番号を持つように確認します。

必要に応じて、

switch current-stack-member-number 
renumber new-stack-member-numberグロー
バル コンフィギュレーション コマンド
を使用します。

2. 両方のスタック メンバーを同時に再起
動します。

より高いプライオリティ値を持つスタック メ
ンバーが、自分のスタック メンバー番号を保
持します。他のスタック メンバーは、新たな
スタック メンバー番号を持ちます。

スタック メンバーの追加 1. 新しいスイッチの電源を切ります。

2. StackWise ポートを使用して、新たなス
イッチを電源の入ったスイッチ スタッ
クに接続します。

3. 新しいスイッチに電源を入れます。

スタック マスターはそのままです。新たなス
イッチがスイッチ スタックに追加されます。

スタック マスターの障害 スタック マスターを削除します（または、電
源を切ります）。

「スタック マスターの選択と再選択」（p.5-5）
に記載されたファクタに基づき、残りのス

タック メンバーのいずれかが新たなスタック
マスターになります。スタック内の他のすべ

てのスタック メンバーは、スタック メンバー
のままで、再起動はされません。

9 台を超えるスタック メ
ンバーの追加

1. StackWise ポートを使用して、10 台のス
イッチを接続します。

2. すべてのスイッチに電源を入れます。

2 台のスイッチがスタック マスターになりま
す。一方のスタック マスターが 9 つのスタッ
ク メンバーを制御します。もう一方のスタッ
ク マスターは、スタンドアロン スイッチとし
て維持されます。

Mode ボタンとスイッチのポート LED を使用
して、どのスイッチがスタック マスターで、
どのスイッチがどのスタック マスターに属し
ているかを識別できます。Mode ボタンと LED
の使用方法については、ハードウェア インス
トレーション ガイドを参照してください。

表 5-2 スイッチ スタックの設定のシナリオ（続き）

シナリオ 結果
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スイッチ スタックの設定
ここでは、次の設定について説明します。

• デフォルトのスイッチ スタック コンフィギュレーション（p.5-21）

• 固定 MAC アドレスのイネーブル化（p.5-21）

• スタック メンバー情報の割り当て（p.5-22）

デフォルトのスイッチ スタック コンフィギュレーション
表 5-3に、デフォルトのスイッチ スタック コンフィギュレーションを示します。

固定 MAC アドレスのイネーブル化
スイッチ スタック MAC アドレスは、スタック マスターの MAC アドレスによって決まります。ス
タック マスターがスタックから削除されて新しいスタック マスターに引き継がれた場合、デフォ
ルトでは新しいスタック マスターの MAC アドレスが新しいスタック MAC ルータ アドレスになり
ます。ただし、スタック MAC アドレスを変更する前の時間遅延を可能にする、固定 MAC アドレ
ス機能をイネーブルにできます。この期間（約 4 分）、前のスタック マスターがスタックに復帰す
ると、スイッチがスタック メンバーであってスタック マスターでなくなった場合でも、スタック
はその MAC アドレスをスタック MAC アドレスとして使用し続けます。前のスタック マスターが
この期間にスタックに復帰しない場合、スイッチ スタックは新しいスタック マスターの MAC アド
レスをスタック MAC アドレスとして取得します。

（注） スタック全体をリロードする場合、スタック マスターの MAC アドレスがスタック MAC アドレス
として作成されます。

固定 MAC アドレスをイネーブルにするには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。
この手順は任意です。

表 5-3 デフォルトのスイッチ スタック コンフィギュレーション

機能 デフォルト設定

スタック MAC アドレス タイマー ディセーブル 

スタック メンバー番号 1

スタック メンバーのプライオリティ値 1

オフライン設定 スイッチ スタックは割り当てられていません。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 stack-mac persistent timer スタック マスターが変更されたあとにスタック MAC アドレスが
新しいスタック マスターの MAC アドレスに変更されるまでの、
（約）4 分の遅延をイネーブルにします。この期間で前のスタック
マスターがスタックに復帰する場合、スタックはスタック MAC ア
ドレスを元の MAC アドレスのままにします。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。
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スタック メンバー情報の割り当て
ここでは、スタック メンバー情報を割り当てる方法について説明します。

• スタック メンバー番号の割り当て（p.5-22）（任意）

• スタック メンバー プライオリティ値の設定（p.5-22）（任意）

• スイッチ スタックへの新しいメンバーの割り当て（p.5-23）（任意）

スタック メンバー番号の割り当て

（注） この作業は、スタック マスターからのみ実行できます。

メンバー番号をスタック メンバーに割り当てるには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行
します。この手順は任意です。

スタック メンバー プライオリティ値の設定

（注） この作業は、スタック マスターからのみ実行できます。

プライオリティ値をスタック メンバーに割り当てるには、イネーブル EXEC モードで次の手順を
実行します。この手順は任意です。

ステップ 4 show running-config スタック MAC アドレス タイマーがイネーブルであることを確認
します。イネーブルの場合、stack-mac persistent timer が出力に表
示されます。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 switch current-stack-member-number 
renumber new-stack-member-number

スタック メンバーの現在のスタック メンバー番号と新たなスタッ
ク メンバー番号を指定します。指定できる範囲は 1 ～ 9 です。

show switch ユーザ EXEC コマンドを使用すると、現在のスタック
メンバー番号を表示できます。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 reload slot stack-member-number スタック メンバーをリセットします。

ステップ 5 show switch スタック メンバー番号を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。
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スイッチ スタックへの新しいメンバーの割り当て

（注） この作業は、スタック マスターからのみ実行できます。

新しいメンバーをスイッチ スタックに割り当てるには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実
行します。この手順は任意です。

割り当てられた情報を削除し、エラー メッセージを受信しないようにするには、このコマンドの
no形式を使用する前に、スタックから指定されたスイッチを削除します。

ステップ 2 switch stack-member-number priority 
new-priority-number

スタック メンバーのスタック メンバー番号と、新しいプライオリ
ティを指定します。スタック メンバー番号の範囲は 1 ～ 9 です。プ
ライオリティ値の範囲は 1 ～ 15 です。

show switch ユーザ EXEC コマンドを使用すると、現在のプライオ
リティ値を表示できます。

新しいプライオリティ値はすぐに有効となりますが、現在のスタッ

ク マスターには影響しません。新たなプライオリティ値は、現在の
スタック マスターまたはスイッチ スタックのリセット時に、どの
スタック メンバーが新たなスタック マスターとして選択されるか
を決定する場合に影響を及ぼします。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 reload slot stack-member-number スタック メンバーをリセットし、このコンフィギュレーションに変
更を適用します。

ステップ 5 show switch stack-member-number スタック メンバー プライオリティ値を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明

コマンド 説明

ステップ 1 show switch スイッチ スタックのサマリー情報を表示します。

ステップ 2 configure terminal 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。

ステップ 3 switch stack-member-number provision 
type

スタック メンバー番号を事前に設定されたスイッチに指定します。
デフォルトでは、スイッチは割り当てられません。

stack-member-numberについては、指定できる範囲は 1 ～ 9 です。ス
イッチ スタックで使用していないスタック メンバー番号を指定し
ます。ステップ 1 を参照してください。

typeについては、コマンドラインのヘルプ ストリングに記載されて
いるサポート対象のスイッチのモデル番号を入力します。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show running-config 実行コンフィギュレーション ファイルでインターフェイスの番号
付けが正しいか確認します。

ステップ 6 show switch stack-member-number 割り当てられたスイッチのステータスを確認します。

stack-member-numberについては、ステップ 2 と同じ番号を入力しま
す。

ステップ 7 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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次に、スタック メンバー番号 2 の付いた Catalyst 3750G-12S スイッチをスイッチ スタックに割り当
てる例を示します。show running-configコマンド出力では、割り当てられたスイッチと関連するイ
ンターフェイスを示します。

Switch(config)# switch 2 provision WS-C3750G-12S
Switch(config)# end
Switch# show running-config | include switch 2
!
interface GigabitEthernet2/0/1
!
interface GigabitEthernet2/0/2
!
interface GigabitEthernet2/0/3
（テキスト出力は省略）

特定のスタック メンバーへの CLI アクセス

（注） この作業は、スタック マスターからのみ実行できます。この作業は、デバッグのみを目的として
います。

remote command {all | stack-member-number}イネーブル EXEC コマンドを使用して、すべてまたは
特定のスタック メンバーにアクセスできます。スタック メンバー番号の範囲は、1 ～ 9 です。

session stack-member-numberイネーブル EXEC コマンドを使用して、特定のスタック メンバーにア
クセスできます。スタック メンバー番号の範囲は 1 ～ 9 です。スタック メンバー番号は、システ
ム プロンプトに付加されます。たとえば、Switch-2# はスタック メンバー 2 のイネーブル EXEC
モードのプロンプトです。Switch は、スタック マスターのシステム プロンプトです。exit と入力
し、スタック マスターの CLI セッションに戻ります。特定のスタック メンバーへの CLI セッショ
ンでは、showコマンドと debugコマンドのみを使用できます。

スイッチ スタック情報の表示
特定のスタック メンバーまたはスイッチ スタックをリセットしたあとで保存する設定変更を表示
するには、表 5-4に記載のイネーブル EXEC コマンドを使用します。

表 5-4 スイッチ スタック情報を表示するコマンド

コマンド 説明

show platform stack-manager all すべてのスイッチ スタック情報を表示します。

show switch 割り当てられたスイッチを含めたスイッチ スタックのサ
マリー情報を表示します。

show switch stack-member-number 特定のメンバーに関する情報を表示します。

show switch detail スタック リングに関する詳細情報を表示します。

show switch neighbors スイッチ スタック全体のネイバを表示します。

show switch stack-ports スイッチ スタック全体のポート情報を表示します。

show switch stack-ring activity [detail] スタック メンバー単位でスタック リングに送信されるフ
レーム数を表示します。detail キーワードを使用すると、
ASIC、受信キュー、スタック メンバー単位でスタック リ
ングに送信されるフレーム数が表示されます。
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6

スイッチのクラスタ設定

この章では、Catalyst 3750 スイッチ クラスタの作成と管理に関する概念と手順を説明します。特に
明記しないかぎり、スイッチという用語はスタンドアロン スイッチおよびスイッチ スタックを意
味します。

（注） Cisco Network Assistant（以降、Network Assistant と表記）、CLI（コマンドライン インターフェイ
ス）、または SNMP（簡易ネットワーク管理プロトコル）を使用して、スイッチ クラスタを作成お
よび管理できます。詳細な手順については、オンライン ヘルプを参照してください。CLI クラスタ
コマンドについては、スイッチ コマンド リファレンスを参照してください。Network Assistant はス
イッチ クラスタをサポートしていますが、スイッチをクラスタ化する代わりに、コミュニティに
グループ化することを推奨します。クラスタからコミュニティへの変換を支援するため、Network
Assistant には Cluster Conversion Wizard が含まれています。Network Assistant の詳細、スイッチ ク
ラスタの管理とスイッチ クラスタからコミュニティへの変換に関する予備的な情報については、
Cisco.com の『Getting Started with Cisco Network Assistant』を参照してください。

この章では Catalyst 3750 スイッチ クラスタについて説明します。また、他のクラスタ対応 Catalyst
スイッチが混在したクラスタに対するガイドラインおよび制限事項も示します。ただし、他のス

イッチのクラスタ機能に関する詳細は省きます。特定の Catalyst プラットフォームのクラスタ機能
の詳細については、当該スイッチのソフトウェア コンフィギュレーション ガイドを参照してくだ
さい。

この章で説明する内容は、次のとおりです。

• スイッチ クラスタの概要（p.6-2）

• スイッチ クラスタの計画（p.6-5）

• CLI によるスイッチ クラスタの管理（p.6-18）

• SNMP によるスイッチ クラスタの管理（p.6-19）

（注） ip http access-class グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して特定のホストまたは
ネットワークのアクセスを制限することは推奨しません。クラスタ コマンド スイッチを使用する
か、または IP アドレスで設定されたインターフェイスに Access Control List（ACL; アクセス制御リ
スト）を適用して、アクセスを制御してください。ACL の詳細については、第 32 章「ACL による
ネットワーク セキュリティの設定」を参照してください。
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スイッチ クラスタの概要
スイッチ クラスタは、最大 16 台の接続されたクラスタ対応の Catalyst スイッチから構成され、単
一のエンティティとして管理されます。クラスタ内のスイッチは、スイッチ クラスタリング テク
ノロジーを使用しています。このテクノロジーによって、単一の IP アドレスを介して、異なる
Catalyst デスクトップ スイッチ プラットフォームのグループを設定およびトラブルシューティング
できます。

スイッチ クラスタでは、1 つのスイッチをクラスタ コマンド スイッチとして指定する必要があり、
それ以外に最大 15 のスイッチをクラスタ メンバー スイッチとして指定できます。1 つのクラスタ
内のスイッチの総数は、16 を超えることはできません。クラスタ コマンド スイッチは、クラスタ
メンバー スイッチを設定、管理、およびモニタするための単一拠点になります。クラスタ メンバー
が一度に所属できるクラスタは 1 つだけです。

（注） スイッチ クラスタは、スイッチ スタックとは別物です。スイッチ スタックは、スタック ポートを
使用して接続された Catalyst 3750 スイッチから構成されています。スイッチ スタックとスイッチ
クラスタの相違の詳細については、「スイッチ クラスタとスイッチ スタック」（p.6-15）を参照して
ください。

スイッチのクラスタリングには、次のような利点があります。

• 相互接続メディアや物理位置に左右されない Catalyst スイッチの管理。スイッチは同じ場所で
も、レイヤ 2 またはレイヤ 3（クラスタ内のレイヤ 2 スイッチ間で、Catalyst 3550、Catalyst 3560、
または Catalyst 3750 スイッチをレイヤ 3 ルータとして使用している場合）ネットワークを介し
て分散していてもかまいません。

クラスタ メンバーは、「クラスタ候補とメンバーの自動検出」（p.6-5）に記載の接続ガイドライ
ンに従って、クラスタ コマンド スイッチに接続されます。ここでは、Catalyst 1900、Catalyst 2820、
Catalyst 2900 XL、Catalyst 2950、および Catalyst 3500 XL スイッチの VLAN 管理について説明
します。スイッチクラスタ環境下のこれらのスイッチの詳細については、各スイッチのソフト

ウェア コンフィギュレーション ガイドを参照してください。

• クラスタ コマンド スイッチに障害が発生したときのコマンドスイッチ冗長性。クラスタ メン
バーとの通信の喪失を回避するため、1 台または複数のスイッチをスタンバイ クラスタ コマン
ド スイッチとして指定できます。クラスタ スタンバイ グループは、スタンバイ クラスタ コマ
ンド スイッチのグループです。

• 単一 IP アドレスによる各種 Catalyst スイッチの管理。これにより、IP アドレスを節約すること
ができ、所有する IP アドレスが少ない場合に特に有益です。スイッチ クラスタとのすべての
通信は、クラスタ コマンド スイッチ IP アドレスを通じて行われます。

表 6-1に、スイッチ クラスタリングに対応した Catalyst スイッチを示します。リストには、クラス
タ コマンド スイッチとして使用できるスイッチとクラスタ メンバー スイッチとしてのみ使用でき
るスイッチ、および必要なソフトウェア バージョンを示します。

表 6-1 スイッチ ソフトウェアとクラスタ機能

スイッチ Cisco IOS リリース クラスタ機能

Catalyst 3750 12.1(11)AX 以降 メンバーまたはコマンド スイッチ

Catalyst 3560 12.1(19)EA1b 以降 メンバーまたはコマンド スイッチ

Catalyst 3550 12.1(4)EA1 以降 メンバーまたはコマンド スイッチ

Catalyst 2970 12.1(11)AX 以降 メンバーまたはコマンド スイッチ

Catalyst 2960 12.2(25)FX 以降 メンバーまたはコマンド スイッチ

Catalyst 2955 12.1(12c)EA1 以降 メンバーまたはコマンド スイッチ
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クラスタ コマンド スイッチの特性
クラスタ コマンド スイッチは、次の要件を満たしている必要があります。

• Cisco IOS Release 12.1(11)AX 以降が稼働している。

• IP アドレスが割り当てられている。

• Cisco Discovery Protocol（CDP）バージョン 2 がイネーブル（デフォルト）に設定されている。

• 他のクラスタのコマンド スイッチまたはクラスタ メンバー スイッチではない。

• 管理 VLAN（仮想 LAN）を介してスタンバイ クラスタ コマンド スイッチに、共通の VLAN を
介してクラスタ メンバー スイッチに接続している。

スタンバイ クラスタ コマンド スイッチの特性
スタンバイ クラスタ コマンド スイッチは、次の要件を満たしている必要があります。

• Cisco IOS Release 12.1(11)AX 以降が稼働している。

• IP アドレスが割り当てられている。

• CDP バージョン 2 がイネーブルに設定されている。

• 管理 VLAN を介してコマンド スイッチおよび他のスタンバイ コマンド スイッチに接続されて
いる。

• 共通の VLAN を介して他のすべてのクラスタ メンバー スイッチ（クラスタ コマンド スイッチ
とスタンバイ コマンド スイッチを除く）に接続されている。

• クラスタ メンバー スイッチとの接続を維持できるようクラスタに冗長接続している。

• 他のクラスタのコマンド スイッチまたはメンバー スイッチではない。

（注） スタンバイ クラスタ コマンド スイッチは、クラスタ コマンド スイッチと同じタイプのス
イッチでなければなりません。たとえば、クラスタ コマンド スイッチが Catalyst 3750 ス
イッチである場合は、スタンバイ クラスタ コマンド スイッチも Catalyst 3750 スイッチでな
ければなりません。スタンバイ クラスタ コマンド スイッチの要件については、他のクラス
タ対応スイッチのスイッチ コンフィギュレーション ガイドを参照してください。

Catalyst 2950 12.0(5.2)WC(1) 以降 メンバーまたはコマンド スイッチ

Catalyst 2950 LRE 12.1(11)JY 以降 メンバーまたはコマンド スイッチ

Catalyst 2940 12.1(13)AY 以降 メンバーまたはコマンド スイッチ

Catalyst 3500 XL 12.0(5.1)XU 以降 メンバーまたはコマンド スイッチ

Catalyst 2900 XL（8-MB スイッチ） 12.0(5.1)XU 以降 メンバーまたはコマンド スイッチ

Catalyst 2900 XL（4-MB スイッチ） 11.2(8.5)SA6（推奨） メンバー スイッチ専用

Catalyst 1900 および 2820 9.00（-A または -EN）以降 メンバー スイッチ専用

表 6-1 スイッチ ソフトウェアとクラスタ機能（続き）

スイッチ Cisco IOS リリース クラスタ機能
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候補スイッチおよびクラスタ メンバー スイッチの特性
候補スイッチとは、クラスタ対応ではあるもののクラスタにまだ追加されていないスイッチおよび

スイッチ スタックを意味します。クラスタ メンバー スイッチは、スイッチ クラスタにすでに追加
されているスイッチおよびスイッチ スタックです。必須ではありませんが、候補スイッチまたはク
ラスタ メンバー スイッチは独自の IP アドレスおよびパスワードを持つことができます（詳細につ
いては「IP アドレス」[p.6-14] および「パスワード」[p.6-15] を参照してください）。

スイッチをクラスタに追加するには、候補スイッチが次の要件を満たしている必要があります。

• クラスタ対応のソフトウェアが稼働している。

• CDP バージョン 2 がイネーブルに設定されている。

• 他のクラスタのコマンド スイッチまたはクラスタ メンバー スイッチではない。

• クラスタ スタンバイ グループがある場合、最低 1 つの共通の VLAN を介してすべてのスタン
バイ クラスタ コマンド スイッチに接続している。各スタンバイ クラスタ コマンド スイッチ
に対する VLAN が異なっていても構いません。

• 最低 1 つの共通の VLAN を介してクラスタ コマンド スイッチに接続している。

（注） Catalyst 1900、Catalyst 2820、Catalyst 2900 XL、Catalyst 2950、および Catalyst 3500 XL 候
補スイッチとクラスタ メンバー スイッチは、管理 VLAN を介してクラスタ コマンド
スイッチおよびスタンバイ クラスタ コマンド スイッチに接続されている必要があり
ます。スイッチ クラスタ環境でのこれらのスイッチの詳細については、特定のスイッ
チのソフトウェア コンフィギュレーション ガイドを参照してください。

Catalyst 2970、Catalyst 3550、Catalyst 3560、または Catalyst 3750 クラスタ コマンド ス
イッチがある場合、この要件は適用されません。候補およびクラスタ メンバー スイッ
チは、任意の共通の VLAN を介してクラスタ コマンド スイッチに接続できます。
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スイッチ クラスタの計画
クラスタ内の各スイッチを管理する際は、競合および互換性の問題を予測することが最重要となり

ます。ここでは、クラスタを作成する前に理解する必要のあるガイドライン、要件、および注意事

項を示します。

• クラスタ候補とメンバーの自動検出（p.6-5）

• HSRP とスタンバイ クラスタ コマンド スイッチ（p.6-11）

• IP アドレス（p.6-14）

• ホスト名（p.6-14）

• パスワード（p.6-15）

• SNMP コミュニティ ストリング（p.6-15）

• スイッチ クラスタとスイッチ スタック（p.6-15） 

• TACACS+ と RADIUS（p.6-17）

• LRE プロファイル（p.6-17）

スイッチ クラスタリングに対応した Catalyst スイッチのリストについては、リリース ノートを参照
してください。リリース ノートには、クラスタ コマンド スイッチとして使用できるスイッチ、ク
ラスタ メンバー スイッチとしてのみ使用できるスイッチ、必要なソフトウェア バージョン、ブラ
ウザおよび Java プラグイン設定も記載されています。

クラスタ候補とメンバーの自動検出

クラスタ コマンド スイッチは、クラスタ メンバー スイッチ、候補スイッチ、近接スイッチ クラス
タ、およびエッジ デバイスを検出するために、複数の VLAN 間およびスターまたはカスケード ト
ポロジー内で Cisco Discovery Protocol（CDP）を使用します。

（注） クラスタ コマンド スイッチ、およびクラスタ コマンド スイッチに検出させるクラスタ メンバー、
またはクラスタ対応スイッチの CDP はディセーブルにしないでください。CDP の詳細については、
第 26 章「CDP の設定」を参照してください。

スイッチ クラスタ、クラスタ候補、接続されるスイッチ クラスタ、および近接エッジ デバイスを
確実に自動検出するために、次の接続ガイドラインを遵守してください。

• CDP ホップを介した検出（p.6-6）

• CDP 非対応およびクラスタ非対応デバイスを介した検出（p.6-7）

• 複数の VLAN を介した検出（p.6-7）

• 複数の管理 VLAN を介した検出（p.6-8）

• ルーテッド ポートを介した検出（p.6-9）

• 新たにインストールされたスイッチの検出（p.6-10）
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CDP ホップを介した検出

CDP を使用することにより、クラスタ コマンド スイッチはクラスタのエッジから最大 7 CDP ホッ
プまで（デフォルトは 3 ホップ）のスイッチを検出できます。クラスタのエッジは、最後のクラス
タ メンバーが、クラスタと候補スイッチに接続される位置に該当します。たとえば、図 6-1のクラ
スタ メンバー スイッチ 9 と 10 はクラスタのエッジにあります。

図 6-1では、クラスタ コマンド スイッチには VLAN 16 と 62 に割り当てられたポートがあります。
CDP ホップ カウントは 3 です。クラスタ コマンド スイッチは、クラスタのエッジから 3 ホップ以
内にあるスイッチ 11、12、13、および 14 を検出します。クラスタのエッジから 4 ホップめにある
スイッチ 15 は検出されません。

図 6-1 CDP ホップを介した検出

 10 8

 9

VLAN 62VLAN 16
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13
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 12

 13
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CDP 非対応およびクラスタ非対応デバイスを介した検出

クラスタ コマンド スイッチが CDP 非対応サードパーティ製ハブ（他社製ハブなど）に接続されて
いる場合でも、そのサードパーティ製ハブに接続されたクラスタ対応デバイスを検出できます。た

だし、クラスタ コマンド スイッチがクラスタ非対応シスコ製デバイスに接続されている場合は、ク
ラスタ非対応シスコ製デバイスの先に接続されたクラスタ対応デバイスを検出することはできま

せん。

図 6-2に、クラスタ コマンド スイッチによる、サードパーティ製ハブに接続されたスイッチの検出
を示します。ただし、クラスタ コマンド スイッチは Catalyst 5000 スイッチに接続されたスイッチ
を検出しません。

図 6-2 CDP 非対応およびクラスタ非対応デバイスを介したディスカバリ

複数の VLAN を介した検出

クラスタ コマンド スイッチが Catalyst 2970、Catalyst 3550、Catalyst 3560、または Catalyst 3750 ス
イッチの場合、クラスタは複数の VLAN 内にクラスタ メンバー スイッチを含めることができます。
クラスタ メンバー スイッチは、少なくとも 1 つの共通の VLAN を介してクラスタ コマンド スイッ
チと接続している必要があります。図 6-3に示すクラスタ コマンド スイッチのポートは VLAN 9、
16、および 62 に割り当てられており、それらの VLAN 内のスイッチが検出されます。VLAN 50 内
のスイッチは検出されません。また、クラスタ コマンド スイッチは VLAN 16 に接続していないた
め、1 列めの VLAN 16 内のスイッチも検出されません。

Catalyst 2900 XL、Catalyst 2950、および Catalyst 3500 XL クラスタ メンバー スイッチは、管理 VLAN
を介してクラスタ コマンド スイッチと接続する必要があります。管理 VLAN を介した検出につい
ては、「複数の管理 VLAN を介した検出」（p.6-8）を参照してください。VLAN の詳細については、
第 13 章「VLAN の設定」を参照してください。

（注） スイッチ スタック内の VLAN に関するその他の考慮事項については、「スイッチ クラスタとスイッ
チ スタック」（p.6-15）を参照してください。

Catalyst 5000 
CDP 

89
37

7
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図 6-3 複数の VLAN を介した検出

複数の管理 VLAN を介した検出

Catalyst 2970、Catalyst 3550、Catalyst 3560、または Catalyst 3750 クラスタ コマンド スイッチは、複
数の VLAN および複数の管理 VLAN 内のクラスタ メンバ スイッチを検出および管理できます。ク
ラスタ メンバー スイッチは、少なくとも 1 つの共通の VLAN を介してクラスタ コマンド スイッチ
と接続している必要があります。管理 VLAN を介してクラスタ コマンド スイッチと接続する必要
はありません。デフォルトの管理 VLAN は VLAN 1 です。

（注） スイッチ クラスタに Catalyst 3750 スイッチまたはスイッチ スタックが含まれる場合は、そのスイッ
チまたはスイッチ スタックをクラスタ コマンド スイッチにする必要があります。

図 6-4 に示すクラスタ コマンド スイッチおよびスタンバイ コマンド スイッチ（Catalyst 2960、
Catalyst 2970、Catalyst 3550、Catalyst 3560、または Catalyst 3750 クラスタ コマンド スイッチと仮定）
には、VLAN 9、16、および 62 に割り当てられたポートがあります。クラスタ コマンド スイッチ
の管理 VLAN は VLAN 9 です。各クラスタ コマンド スイッチは、以下を除く各管理 VLAN 内のス
イッチを検出します。

• 共通の VLAN（VLAN 62 と 9）でクラスタ コマンド スイッチと接続されていない、スイッチ 7
と 10（管理 VLAN 4 内のスイッチ）

• スイッチ 9。自動検出は非候補デバイスのスイッチ 7 を経由できないため。

VLAN 62

VLAN 62

VLAN 16

VLAN  9 16

VLAN 50

VLAN  9 16

VLAN  4 16
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図 6-4 レイヤ 3 クラスタ コマンド スイッチを含む複数の管理 VLAN を介した検出

ルーテッド ポートを介した検出

クラスタ コマンド スイッチにルーテッド ポート（RP）が設定されている場合は、ルーテッド ポー
トと同一 VLAN 内の候補スイッチおよびクラスタ メンバー スイッチのみが検出されます。ルー
テッド ポートの詳細については、「ルーテッド ポート」（p.11-5）を参照してください。

図 6-5に示すレイヤ 3 クラスタ コマンド スイッチは、VLAN 9 と 62 のスイッチを検出できますが、
VLAN 4 のスイッチは検出できません。クラスタ コマンド スイッチとクラスタ メンバー スイッチ
7 間のルーテッド ポート パスが切断された場合、VLAN 9 経由の冗長パスによって、クラスタ メン
バー スイッチ 7 との接続は維持されます。
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図 6-5 ルーテッド ポートを介した検出

新たにインストールされたスイッチの検出

新しいスイッチをクラスタに加えるには、アクセス ポートを介してクラスタに接続する必要があり
ます。アクセス ポート（AP）はトラフィックを搬送し、1 つの VLAN にのみ属します。デフォル
トでは、新しいスイッチとそのアクセス ポートは VLAN 1 に割り当てられます。

新しいスイッチがクラスタに追加されると、スイッチのデフォルト VLAN は直に隣接するアップス
トリーム ネイバの VLAN になります。新しいスイッチも、直に隣接するアップストリーム ネイバ
の VLAN に所属するようにアクセス ポートを設定します。

図 6-6に示すクラスタ コマンド スイッチは VLAN 9 と 16 に属します。新しいクラスタ対応スイッ
チがクラスタに接続されると、次の設定が行われます。

• 1 台のクラスタ対応スイッチとそのアクセス ポートが VLAN 9 に割り当てられます。

• その他のクラスタ対応スイッチとそのアクセス ポートが管理 VLAN 16 に割り当てられます。

図 6-6 新しく導入されたスイッチの検出
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HSRP とスタンバイ クラスタ コマンド スイッチ
このスイッチは Hot Standby Router Protocol（HSRP）をサポートしているため、スタンバイ クラス
タ コマンド スイッチのグループを設定できます。クラスタ コマンド スイッチでは、すべての通信
および設定情報をクラスタ メンバー スイッチに転送するため、以下を強く推奨します。

• クラスタ コマンド スイッチ スタックの場合、スイッチ スタック全体の障害に対応するには、
スタンバイ クラスタ コマンド スイッチが必要です。ただし、コマンド スイッチ スタック内の
スタック マスターのみに障害が発生した場合、スイッチ スタックは新しいスタック マスター
を選出し、クラスタ コマンド スイッチ スタックとしての役割を再開します。

• スタンドアロンのクラスタ コマンド スイッチの場合、プライマリ クラスタ コマンド スイッチ
に障害が発生したときにあとを引き継げるよう、スタンバイ クラスタ コマンド スイッチを設
定します。

クラスタ スタンバイ グループは、「スタンバイ クラスタ コマンド スイッチの特性」（p.6-3）の要件
に適合する、コマンド対応スイッチのグループです。クラスタ スタンバイ グループは各クラスタ
ごとに、1 つだけ割り当てることができます。

（注） クラスタ スタンバイ グループは HSRP グループです。HSRP をディセーブルにすると、クラスタ
スタンバイ グループもディセーブルになります。

クラスタ スタンバイ グループ内のスイッチは、HSRP プライオリティにしたがって格付けされま
す。グループ内で最高のプライオリティを有するスイッチが Active Cluster command switch（AC; ア
クティブ クラスタ コマンド スイッチ）です。次に高いプライオリティを有するスイッチは Standby
Cluster command switch （SC; スタンバイ クラスタ コマンド スイッチ）です。クラスタ スタンバイ
グループ内の他のスイッチは Passive Cluster command switches（PC; パッシブ クラスタ コマンド ス
イッチ）です。アクティブ クラスタ コマンド スイッチとスタンバイ クラスタ コマンド スイッチ
が同時にディセーブルになると、最高のプライオリティを有するパッシブ クラスタ コマンド ス
イッチがアクティブ クラスタ コマンド スイッチになります。自動ディスカバリの制限事項につい
ては、「クラスタ設定の自動リカバリ」（p.6-13）を参照してください。HSRP プライオリティ値の変
更については、「HSRP のプライオリティの設定」（p.39-7）を参照してください。クラスタ スタン
バイ グループ メンバーとルータ冗長性グループ メンバーのプライオリティを変更する際も同じ
HSRP standby priority インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。

（注） HSRP スタンバイ ホールド時間間隔は hello 時間間隔の 3 倍以上にする必要があります。デフォル
トの HSRP スタンバイ ホールド時間間隔は 10 秒です。デフォルトの HSRP スタンバイ hello 時間
間隔は 3 秒です。スタンバイ ホールド時間間隔およびスタンバイ hello 時間間隔の詳細については、
「HSRP 認証およびタイマーの設定」（p.39-10）を参照してください。

スイッチ クラスタ、クラスタ候補、接続されるスイッチ クラスタ、および近接エッジ デバイスを
確実に自動検出するために、次の接続ガイドラインを遵守してください。スタンバイ クラスタ コ
マンド スイッチについての詳細も説明します。

• 仮想 IP アドレス（p.6-12）

• クラスタ スタンバイ グループに関するその他の考慮事項（p.6-12）

• クラスタ設定の自動リカバリ（p.6-13）
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仮想 IP アドレス

クラスタ スタンバイ グループには、一意の仮想 IP アドレスおよびグループ番号を割りあて、グ
ループ名を付ける必要があります。この情報は、アクティブ クラスタ コマンド スイッチの、個別
の VLAN またはルーテッド ポートに設定する必要があります。アクティブ クラスタ コマンド ス
イッチは、仮想 IP アドレス宛のトラフィックを受信します。クラスタを管理するには、コマンド
スイッチ IP アドレスではなく、仮想 IP アドレスを介してアクティブ クラスタ コマンド スイッチ
にアクセスする必要があります。これは、アクティブ クラスタ コマンド スイッチの IP アドレスが
クラスタ スタンバイ グループの仮想 IP アドレスと異なる場合にあてはまります。

アクティブ クラスタ コマンド スイッチに障害が発生すると、スタンバイ クラスタ コマンド スイッ
チは仮想 IP アドレスの所有権を引き継ぎ、アクティブ クラスタ コマンド スイッチになります。ク
ラスタ スタンバイ グループ内のパッシブ スイッチは、新しいスタンバイ クラスタ コマンド スイッ
チを決定するために、割り当てられているプライオリティを比較します。その結果、最高のプライ

オリティを有するパッシブ スタンバイ スイッチがスタンバイ クラスタ コマンド スイッチになり
ます。以前のアクティブ クラスタ コマンド スイッチが再度アクティブになると、アクティブ クラ
スタ コマンド スイッチとしての役割に復帰し、現行アクティブ クラスタ コマンド スイッチはスタ
ンバイ クラスタ コマンド スイッチに戻ります。スイッチ クラスタ内の IP アドレスの詳細につい
ては、「IP アドレス」（p.6-14）を参照してください。

クラスタ スタンバイ グループに関するその他の考慮事項

（注） スイッチ スタック内のクラスタ スタンバイ グループに関するその他の考慮事項については、「ス
イッチ クラスタとスイッチ スタック」（p.6-15）を参照してください。

次の要件も適用されます。

• スタンバイ クラスタ コマンド スイッチは、クラスタ コマンド スイッチと同じタイプのスイッ
チでなければなりません。たとえば、クラスタ コマンド スイッチが Catalyst 3750 スイッチで
ある場合は、スタンバイ クラスタ コマンド スイッチも Catalyst 3750 スイッチである必要があ
ります。他のクラスタ対応スイッチにおけるスタンバイ クラスタ コマンド スイッチの要件に
ついては、該当するスイッチ コンフィギュレーション ガイドを参照してください。

スイッチ クラスタに Catalyst 3750 スイッチまたはスイッチ スタックが含まれる場合、そのス
イッチはクラスタ コマンド スイッチである必要があります。 

• 各クラスタに対し、クラスタ スタンバイ グループを 1 つだけ割り当てることができます。ルー
タ冗長性スタンバイ グループは複数設定できます。

HSRP グループは、クラスタ スタンバイ グループとルータ冗長性グループの両方にすることが
できます。ただし、ルータ冗長性グループがクラスタ スタンバイ グループになると、そのグ
ループのルータの冗長性はディセーブルになります。CLI を使用すると、再度イネーブルにで
きます。HSRP とルータの冗長性の詳細については、第 39 章「HSRP の設定」を参照してくだ
さい。

• すべてのスタンバイ グループ メンバーはクラスタのメンバーである必要があります。

（注） スタンバイ クラスタ コマンド スイッチとして割り当てられるスイッチの数に制限は
ありません。ただし、クラスタ内のスイッチの総数（アクティブ クラスタ コマンド ス
イッチ、スタンバイ グループ メンバー、およびクラスタ メンバー スイッチを含む）は
16 を上回ることはできません。
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• 各スタンバイ グループ メンバー（図 6-7）は同一の VLAN を介してクラスタ コマンド スイッ
チに接続する必要があります。この例では、クラスタ コマンド スイッチおよびスタンバイ ク
ラスタ コマンド スイッチは Catalyst 2970、Catalyst 3550、Catalyst 3560、または Catalyst 3750 ク
ラスタ コマンド スイッチです。また、各スタンバイ グループ メンバーは、スイッチ クラスタ
と共通する最低 1 つの VLAN を介して、相互に冗長接続する必要があります。

Catalyst 1900、Catalyst 2820、Catalyst 2900 XL、Catalyst 2950、および Catalyst 3500 XL クラスタ
メンバー スイッチは、管理 VLAN を介してクラスタ スタンバイ グループに接続する必要があ
ります。スイッチ クラスタ内の VLAN の詳細については、次の各項を参照してください。

－ 「複数の VLAN を介した検出」（p.6-7）

－ 「複数の管理 VLAN を介した検出」（p.6-8）

図 6-7 スタンバイ グループ メンバーとクラスタ メンバー間の VLAN 接続

クラスタ設定の自動リカバリ

アクティブ クラスタ コマンド スイッチは継続的にクラスタ設定情報（デバイス設定情報を除く）
をスタンバイ クラスタ コマンド スイッチに転送します。これにより、アクティブ クラスタ コマン
ド スイッチに障害が発生すると、即座にスタンバイ クラスタ コマンド スイッチに切り替わります。

自動ディスカバリには次の制限があります。

• この制限は、Catalyst 2950、Catalyst 3550、Catalyst 3560、および Catalyst 3750 コマンドおよび
スタンバイ クラスタ コマンド スイッチを含むクラスタにのみ適用されます。アクティブ クラ
スタ コマンド スイッチとスタンバイ クラスタ コマンド スイッチが同時にディセーブルになる
と、最高のプライオリティを有するパッシブ クラスタ コマンド スイッチがアクティブ クラス
タ コマンド スイッチになります。ただし、切り替わったスイッチはパッシブ スタンバイ コマ
ンド スイッチであるため、以前のクラスタ コマンド スイッチからクラスタ設定情報が転送さ
れません。アクティブ クラスタ コマンド スイッチは、クラスタ設定情報をスタンバイ クラス
タ コマンド スイッチにのみ転送します。そのため、クラスタを再構築する必要があります。

• この制限はすべてのクラスタに適用されます。アクティブ クラスタ コマンド スイッチに障害
が発生し、クラスタ スタンバイ グループ内に 3 台以上のスイッチがある場合、新しいクラス
タ コマンド スイッチは Catalyst 1900、Catalyst 2820、および Catalyst 2916M XL クラスタ メン
バー スイッチを検出しません。これらのクラスタ メンバー スイッチをクラスタに再追加する
必要があります。

10
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• この制限はすべてのクラスタに適用されます。アクティブ クラスタ コマンド スイッチに障害
が発生し、再びアクティブになった場合、Catalyst 1900、Catalyst 2820、および Catalyst 2916M
XL クラスタ メンバー スイッチは検出しません。これらのクラスタ メンバー スイッチをクラ
スタに再追加する必要があります。

以前のアクティブ クラスタ コマンド スイッチがその役割に復帰する際、ダウン中に追加されたメ
ンバーを含む最新のクラスタ設定のコピーをアクティブ クラスタ コマンド スイッチから受け取り
ます。アクティブ クラスタ コマンド スイッチは、クラスタ設定のコピーをクラスタ スタンバイ グ
ループに送ります。

IP アドレス
クラスタ コマンド スイッチに IP 情報を割り当てる必要があります。クラスタ コマンド スイッチ
には複数の IP アドレスを割り当てることができ、任意のコマンド スイッチ IP アドレスを介してク
ラスタにアクセスできます。クラスタ スタンバイ グループを設定した場合、アクティブ クラスタ
コマンド スイッチからクラスタを管理するには、スタンバイ グループ仮想 IP アドレスを使用する
必要があります。仮想 IP アドレスを使用することにより、アクティブ クラスタ コマンド スイッチ
に障害が発生し、スタンバイ クラスタ コマンド スイッチがアクティブ クラスタ コマンド スイッ
チに切り替わった場合でも、クラスタへの接続を維持できます。

アクティブ クラスタ コマンド スイッチに障害が発生し、スタンバイ クラスタ コマンド スイッチ
に引き継がれた場合、クラスタにアクセスするには、スタンバイ グループ仮想 IP アドレスまたは
新たなアクティブ クラスタ コマンド スイッチの任意の IP アドレスを使用する必要があります。

クラスタ対応スイッチに IP アドレスを割り当てることはできますが、必須ではありません。クラ
スタ メンバー スイッチは、コマンド スイッチ IP アドレスを介して管理され、他のクラスタ メン
バー スイッチと通信します。クラスタ メンバー スイッチがクラスタから離脱し、独自の IP アドレ
スを持たない場合は、スタンドアロン スイッチとして管理するには IP アドレスを割り当てる必要
があります。

IP アドレスの詳細については、第 3 章「スイッチの IP アドレスおよびデフォルト ゲートウェイの
割り当て」を参照してください。

ホスト名

クラスタ コマンド スイッチまたはクラスタ メンバーにはホスト名を割り当てる必要はありませ
ん。ただし、クラスタ コマンド スイッチにホスト名を割り当てると、スイッチ クラスタの識別が
容易になります。スイッチのデフォルトのホスト名は Switch です。

スイッチがクラスタに加わり、ホスト名を持っていない場合は、クラスタ コマンド スイッチは、一
意のメンバー番号を自身のホスト名に付加したものを、クラスタに加わった各スイッチに順次割り

当てます。番号はスイッチがクラスタに追加された順序を意味します。たとえば、クラスタ コマン
ド スイッチ名が eng-cluster の場合、5 番めのクラスタ メンバーの名前は eng-cluster-5 になります。

スイッチにホスト名が付いている場合は、クラスタに参加または脱退してもホスト名は変わりませ

ん。

スイッチが、クラスタ コマンド スイッチからホスト名を割り当てられ、クラスタから削除され、別
のクラスタに追加され、以前と同一のメンバー番号（たとえば 5）を保持する場合は、以前のホス
ト名（たとえば eng-cluster-5）は新しいクラスタのクラスタ コマンド スイッチのホスト名（たとえ
ば mkg-cluster-5）によって上書きされます。新しいクラスタでスイッチ メンバー番号が変わる場合
（たとえば 3）は、以前のホスト名のまま（たとえば eng-cluster-5）になります。
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パスワード

スイッチがクラスタ メンバーになる場合は、パスワードを割り当てる必要はありません。スイッチ
がクラスタに加わると、コマンド スイッチのパスワードがそのスイッチに設定され、クラスタから
脱退したあとも保持されます。コマンド スイッチにパスワードが設定されていない場合は、クラス
タ メンバーのパスワードは空になります。クラスタ メンバー スイッチはコマンド スイッチのパス
ワードのみを引き継げます。

メンバー スイッチのパスワードをコマンド スイッチのパスワードと別のものに変更して設定を保
存すると、メンバー スイッチのパスワードをコマンド スイッチのパスワードと同じものに戻さな
いかぎり、クラスタ コマンド スイッチはそのメンバー スイッチを管理できません。メンバー ス
イッチをリブートしても、パスワードはコマンド スイッチのパスワードに戻りません。クラスタに
追加したあとはメンバー スイッチのパスワードを変更しないことを推奨します。

パスワードの詳細については、「スイッチへの不正アクセスの防止」（p.9-2）を参照してください。

Catalyst 1900 および Catalyst 2820 スイッチに固有のパスワードの考慮事項については、各スイッチ
のインストレーション ガイドおよびコンフィギュレーション ガイドを参照してください。

SNMP コミュニティ ストリング
クラスタ メンバー スイッチには、コマンド スイッチの最初の read-only（RO）と read-write（RW）
コミュニティ ストリングに @esN を付加したものがコミュニティ ストリングとして設定されます。

• command-switch-readonly-community-string@esN（N はメンバー スイッチ番号） 

• command-switch-readwrite-community-string@esN（N はメンバー スイッチ番号）

クラスタ コマンド スイッチに複数の read-only または read-write コミュニティ ストリングが設定さ
れている場合は、最初の read-only または read-write コミュニティ ストリングのみがクラスタ メン
バー スイッチに伝播されます。

スイッチのコミュニティ ストリングの数と長さには制限はありません。SNMP およびコミュニティ
ストリングの詳細については、第 31 章「SNMP の設定」を参照してください。

Catalyst 1900 および Catalyst 2820 スイッチに固有の SNMP の考慮事項については、各スイッチのイ
ンストレーション ガイドおよびコンフィギュレーション ガイドを参照してください。

スイッチ クラスタとスイッチ スタック
スイッチ クラスタには、1 つまたは複数の Catalyst 3750 スイッチ スタックを含めることができま
す。各スイッチ スタックは、クラスタ コマンド スイッチまたは単一のクラスタ メンバーとして機
能できます。表 6-2 に、スイッチ スタックとスイッチ クラスタの基本的な相違を示します。スイッ
チ スタックの詳細については、第 5 章「スイッチ スタックの管理」を参照してください。

表 6-2 スイッチ スタックとスイッチ クラスタの基本的な比較

スイッチ スタック スイッチ クラスタ

Catalyst 3750 スイッチのみで構成 Catalyst 3750、Catalyst 3550、および Catalyst 2950 スイッチなど
のクラスタ対応スイッチで構成

スタック メンバーは StackWise ポートを介して接続 クラスタ メンバーは LAN ポートを介して接続

1 台のスタック マスターを必要とし、8 台までのスタッ
ク メンバーをサポート

1 台のクラスタ コマンド スイッチと 15 台までのクラスタ メン
バー スイッチが必要

クラスタ コマンド スイッチまたはクラスタ メンバー
スイッチになれる

スタック マスターまたはスタック メンバーになれない
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スタック メンバーはネットワーク内で、統合型システム（単一のスイッチ スタック）として動作
し、レイヤ 2 およびレイヤ 3 プロトコルによって、そのようにネットワークに示されることに留意
してください。従って、スイッチ クラスタは、スイッチ スタックを個別のスタック メンバーとし
てでなく、クラスタ メンバーになりうる対象として認識します。個々のスタック メンバーはスイッ
チ クラスタに加わったり、個別のクラスタ メンバーとして加わったりすることはできません。ス
イッチ クラスタには 1 台のクラスタ コマンド スイッチが必要であり、15 台までのクラスタ メン
バーを有することができるため、クラスタには 16 台までのスイッチ スタック、合計で 144 台のデ
バイスを含むことができます。

スイッチ スタックのクラスタ設定はスタック マスターを介して行います。

スイッチ クラスタ内にスイッチ スタックを含める場合は、以下に留意してください。

• クラスタ コマンド スイッチが Catalyst 3750 スイッチまたはスイッチ スタックでなく、クラス
タ メンバー スイッチ スタック内で新しいスタック マスターが選出された場合、スイッチ ス
タックとクラスタ コマンド スイッチ間に冗長接続がなければ、スイッチ スタックとスイッチ
クラスタ間の接続が失われます。スイッチ スタックをスイッチ クラスタに追加する必要があ
ります。

• クラスタ コマンド スイッチがスイッチ スタックで、クラスタ コマンド スイッチ スタックと
クラスタ メンバー スイッチ スタックで新しいスタック マスターが同時に選出された場合、ス
イッチ スタックとクラスタ コマンド スイッチ間に冗長接続がなければ、スイッチ スタック間
の接続が失われます。クラスタ コマンド スイッチ スタックを含むスイッチ スタックをクラス
タに追加する必要があります。

• すべてのスタック メンバーは、スイッチ クラスタ内のすべての VLAN に対して冗長接続を保
持する必要があります。そうしない場合は、新しいスタック マスターが選出されると、新しい
スタック マスターで設定されていない VLAN に接続されていたスタック メンバーはスイッチ
クラスタへの接続を失います。スタック マスターまたはスタック メンバーの VLAN 設定を変
更し、スタック メンバーをスイッチ クラスタに再接続する必要があります。

• クラスタ メンバー スイッチ スタックがリロードし、新しいスタック マスターが選出されると、
スイッチ スタックはクラスタ コマンド スイッチとの接続を失います。スイッチ スタックをス
イッチ クラスタに再追加する必要があります。

• クラスタ コマンド スイッチ スタックがリロードし、元のスタック マスターが再選出されない
場合、スイッチ クラスタ全体を再構築する必要があります。

スイッチ スタックの詳細については、第 5 章「スイッチ スタックの管理」を参照してください。

スタック マスターが、特定のスイッチ スタック内のす
べてのスタック メンバーを完全に管理するシングル ポ
イント

クラスタ コマンド スイッチが、特定のスイッチ クラスタ内の
すべてのクラスタ メンバーの管理の一部を行うシングル ポイ
ント

スタック マスターの障害時に、バックアップ スタック
マスターが自動的に決定される

クラスタ コマンド スイッチの障害に備えて、スタンバイ クラ
スタ コマンド スイッチを事前に割り当てる必要がある

スイッチ スタックは 8 台までのスタック マスターの同
時障害に対応可能

スイッチ クラスタは同時に 1 台のみのクラスタ コマンド ス
イッチの障害に対応可能

スタック メンバーは（スイッチ スタックとして）ネッ
トワーク内で単一の統合型システムとして機能する

クラスタ メンバーは別個の独立したスイッチであり、統合型
システムとしては管理されず、機能しない

単一の設定ファイルを使用してスタック メンバーを統
合管理

クラスタ メンバーは個別独立した設定ファイルを保有

スタック レベルとインターフェイス レベルの設定は各
スタック メンバーに保存

クラスタ設定は、クラスタ コマンド スイッチとスタンバイ ク
ラスタ コマンド スイッチに保存される

新しいスタック メンバーは自動的にスイッチ スタック
に追加される

新しいクラスタ メンバーは手動でスイッチ クラスタに追加さ
れる必要がある

表 6-2 スイッチ スタックとスイッチ クラスタの基本的な比較（続き）

スイッチ スタック スイッチ クラスタ
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TACACS+ と RADIUS
Terminal Access Controller Access Control System Plus（TACACS+）がクラスタ メンバーに設定され
ている場合、すべてのクラスタ メンバーに TACACS+ を設定する必要があります。同様に、RADIUS
がクラスタ メンバーに設定されている場合も、すべてのクラスタ メンバーに RADIUS を設定する
必要があります。また、スイッチ クラスタ内の一部のメンバーに TACACS+ を設定し、他のメン
バーに RADIUS を設定することはできません。

TACACS+ の詳細については、「TACACS+ によるスイッチ アクセスの制御」（p.9-11）を参照してく
ださい。RADIUS の詳細については、「RADIUS によるスイッチ アクセスの制御」（p.9-19）を参照
してください。

LRE プロファイル 
スイッチ クラスタ内に、プライベート プロファイルとパブリック プロファイルの両方を使用する
Long-Reach Ethernet（LRE; 長距離イーサネット）スイッチが含まれる場合、設定で競合が生じます。
クラスタ内のある LRE スイッチにパブリック プロファイルが割り当てられる場合は、そのクラス
タ内のすべての LRE スイッチに同一のパブリック プロファイルが割り当てられる必要がありま
す。LRE スイッチをクラスタに追加する前に、クラスタ内の他の LRE スイッチが使用しているも
のと同一のパブリック プロファイルを割り当ててください。

クラスタ内には、異なるプライベート プロファイルを使用する LRE スイッチを混在できます。
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CLI によるスイッチ クラスタの管理
クラスタ コマンド スイッチにログインすることにより、CLI からクラスタ メンバー スイッチを設
定できます。rcommandユーザ EXEC コマンドおよびクラスタ メンバー スイッチ番号を入力して、
（コンソールまたは Telnet 接続による）Telnet セッションを開始し、クラスタ メンバー スイッチの

CLI にアクセスします。コマンド モードが変更され、Cisco IOS コマンドは通常通りに機能します。
クラスタ メンバー スイッチで exitイネーブル EXEC コマンドを入力すると、コマンド スイッチの
CLI に戻ります。

次に、コマンド スイッチの CLI からメンバー スイッチ 3 にログインする例を示します。

switch# rcommand 3

メンバー スイッチ番号が不明の場合は、クラスタ コマンド スイッチに、show cluster members イ
ネーブル EXEC コマンドを入力します。rcommand コマンドおよび他のすべてのクラスタ コマンド
の詳細については、スイッチのコマンド リファレンスを参照してください。

Telnet セッションは、クラスタ コマンド スイッチと同じ権限レベルでメンバー スイッチ CLI にア
クセスします。その後、Cisco IOS コマンドが通常どおりに使用できます。スイッチの Telnet セッ
ションの設定手順については、「パスワード回復のディセーブル化」（p.9-6）を参照してください。

（注） CLI は、最大 16 のスイッチ スタックを持つスイッチ クラスタの作成と維持をサポートしています。
スイッチ スタックとスイッチ クラスタの詳細については、「スイッチ クラスタとスイッチ スタッ
ク」（p.6-15）を参照してください。

Catalyst 1900 および Catalyst 2820 の CLI の考慮事項
Standard Edition ソフトウェアが稼働する Catalyst 1900 および Catalyst 2820 スイッチがスイッチ クラ
スタにある場合、クラスタ コマンド スイッチの権限レベルが 15 であれば、Telnet セッションは管
理コンソール（メニュー方式インターフェイス）にアクセスします。クラスタ コマンド スイッチ
の権限レベルが 1 ～ 14 であれば、メニュー コンソールにアクセスするためのパスワードの入力を
要求するプロンプトが表示されます。

コマンド スイッチの権限レベルと、Standard および Enterprise Edition ソフトウェアが稼働する
Catalyst 1900 および Catalyst 2820 クラスタ メンバー スイッチとの対応関係は、次のとおりです。

• コマンド スイッチの権限レベルが 1 ～ 14 である場合、クラスタ メンバー スイッチへのアクセ
スは権限レベル 1 で行われます。

• コマンド スイッチの権限レベルが 15 である場合、クラスタ メンバー スイッチへのアクセスは
権限レベル 15 で行われます。

（注） Catalyst 1900 および Catalyst 2820 の CLI は、Enterprise Edition ソフトウェアが稼働している
スイッチでだけ利用できます。

Catalyst 1900 および Catalyst 2820 スイッチの詳細については、各スイッチのインストレーション コ
ンフィギュレーション ガイドを参照してください。
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SNMP によるスイッチ クラスタの管理
スイッチの最初の起動時にセットアップ プログラムを使用して IP 情報を入力し、提示されたコン
フィギュレーションを採用した場合、SNMP はイネーブルに設定されています。セットアップ プロ
グラムを使用して IP 情報を入力していない場合は、SNMP はイネーブルではありません。その場
合は、「SNMP の設定」（p.31-7）の説明に従って、SNMP をイネーブルに設定できます。Catalyst 1900
および Catalyst 2820 スイッチでは、SNMP はデフォルトでイネーブルに設定されています。

クラスタを作成すると、クラスタ コマンド スイッチが、クラスタ メンバー スイッチと SNMP アプ
リケーション間のメッセージ交換を管理します。クラスタ コマンド スイッチのクラスタ ソフト
ウェアは、クラスタ コマンド スイッチ上で最初に設定された read-write および read-only コミュニ
ティ ストリングに、クラスタ メンバー スイッチ番号（@esN、Nはスイッチ番号）を追加し、これ
らのストリングをクラスタ メンバー スイッチに伝播します。クラスタ コマンド スイッチはこのコ
ミュニティ ストリングを使用して、SNMP 管理ステーションとクラスタ メンバー スイッチ間で、
get、set、および get-next メッセージの伝送を制御します。

（注） クラスタ スタンバイ グループを設定すると、ユーザが気付かない間にクラスタ コマンド スイッチ
が変更されることがあります。クラスタにクラスタ スタンバイ グループを設定した場合は、クラ
スタ コマンド スイッチとの通信に、最初に設定された read-write および read-only コミュニティ ス
トリングを使用してください。

クラスタ メンバー スイッチに IP アドレスが割り当てられていない場合、図 6-8に示すように、ク
ラスタ コマンド スイッチはクラスタ メンバー スイッチからのトラップを管理ステーションにリダ
イレクトします。クラスタ メンバー スイッチに固有の IP アドレスとコミュニティ ストリングが割
り当てられている場合は、クラスタ メンバー スイッチは、クラスタ コマンド スイッチを経由しな
いで直接管理ステーションにトラップを送信できます。

クラスタ メンバー スイッチに固有の IP アドレスとコミュニティ ストリングが割り当てられている
場合は、クラスタ コマンド スイッチによるアクセスのほかに、その IP アドレスとコミュニティ ス
トリングも使用できます。SNMP およびコミュニティ ストリングの詳細については、第 31 章「SNMP
の設定」を参照してください。

図 6-8 SNMP によるクラスタ管理
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7

スイッチの管理

この章では、Catalyst 3750スイッチを管理するために行う初回のみの手順について説明しています。
特に明記しないかぎり、スイッチという用語はスタンドアロン スイッチおよびスイッチ スタック
を意味します。

この章で説明する内容は、次のとおりです。

• システム日時の管理（p.7-2）

• システム名およびプロンプトの設定（p.7-16）

• バナーの作成（p.7-19）

• MAC アドレス テーブルの管理（p.7-21）

• ARP テーブルの管理（p.7-28）
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システム日時の管理

Network Time Protocol（NTP）などの自動設定方式、または手動設定方式を使用して、スイッチの
システム日時を管理します。

（注） ここで説明されるコマンドの構文および使用方法の詳細については、『Cisco IOS Configuration 
Fundamentals Command Reference』 Release 12.2 を参照してください。

ここでは、次の設定について説明します。

• システム クロックの概要（p.7-2）

• NTP の概要（p.7-3）

• NTP の設定（p.7-5）

• 手動での日時の設定（p.7-12）

システム クロックの概要
時刻サービスの中心となるのがシステム クロックです。このクロックはシステム開始時から稼働
し、日時を常時監視します。

システム クロックは、次のソースにより設定できます。

• NTP

• 手動設定

システム クロックは、次のサービスに時刻を提供します。

• ユーザの showコマンド

• ログおよびデバッグ メッセージ

システム クロックは、Universal Time Coordinated（UTC; 協定世界時）（別名 GMT [グリニッジ標準
時 ]）に基づいてシステム内部の時刻を常時監視します。ローカルのタイム ゾーンおよび夏時間に
関する情報を設定することにより、時刻がローカルのタイム ゾーンに応じて正確に表示されるよう
にできます。

システム クロックは、時刻が信頼できるかどうか（つまり、信頼できるとされるタイム ソースに
よって時刻が設定されているか）を常時監視します。信頼できない場合は、時刻は表示目的でのみ

利用され、再配信されません。設定の詳細については、「手動での日時の設定」（p.7-12）を参照し
てください。
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NTP の概要
NTP は、ネットワーク上にあるデバイス間の時刻の同期をとるために設計されています。NTP は
UDP で稼働し、UDP は IP 上で稼働します。NTP は RFC 1305 に規定されています。

NTP ネットワークは通常、ラジオ クロックやタイム サーバに接続された原子時計など、信頼でき
るタイム ソースからその時刻を取得します。そのあと、NTP はネットワークにこの時刻を配信し
ます。NTP はきわめて効率的で、1 分間に 1 パケットを使用するだけで、2 つのデバイスを 1 ミリ
秒以内に同期化できます。

NTP は、ストラタム（階層）という概念を使用して、信頼できるタイム ソースとデバイスが離れ
ている NTP ホップ数を記述します。ストラタム 1 タイム サーバには、ラジオ クロックまたは原子
時計が直接接続されており、ストラタム 2 タイム サーバは、NTP を使用してストラタム 1 タイム
サーバから時刻を取得します（以降のストラタムも同様です）。NTP が稼働するデバイスは、タイ
ム ソースとして、NTP を使用して通信するストラタム番号が最少のデバイスを自動的に選択しま
す。この方法によって、NTP 時刻配信の自動編成型ツリーが効率的に構築されます。

NTP では、同期化されていないデバイスと同期化しないことによって、時刻が正確でないデバイス
との同期化を防ぎます。また、NTP では、複数のデバイスから報告される時刻を比較して、ストラ
タムの番号が小さくても、時刻が他のデバイスと大幅に異なるデバイスとは同期化しません。

NTP が稼働するデバイス間の通信（アソシエーション）は、通常スタティックに設定されます。各
デバイスには、アソシエーションを作成すべき全デバイスの IP アドレスが与えられます。アソシ
エーションのペアとなるデバイス間で NTP メッセージを交換することによって、正確な時刻の維
持が可能になります。ただし、LAN 環境では、代わりに IP ブロードキャスト メッセージを使用す
るように NTP を設定できます。ブロードキャスト メッセージを送受信するように各デバイスを設
定すればよいだけなので、この代替手段によって設定作業が容易になります。ただし、この場合は、

情報の流れは一方向に限られます。

デバイス上で維持される時刻は、重要なリソースです。NTP のセキュリティ機能を使用して、不正
確な時刻が誤ってあるいは意図的に設定されることを防いでください。アクセス リスト ベースの
制約方式と、暗号化された認証メカニズムの 2 つのメカニズムが利用できます。

シスコの NTP ではストラタム 1 のサービスをサポートしていないので、ラジオ クロックまたは原
子時計に接続できません。ネットワークの時刻サービスは、IP インターネット上で使用可能なパブ
リック NTP サーバから取得することを推奨します。

図 7-1に、NTP を使用する一般的なネットワーク例を示します。スイッチ A は NTP マスターで、ス
イッチ B、C、D は NTP サーバ モードに設定されていて、スイッチ A とのサーバ アソシエーショ
ンにあります。スイッチ E は、スイッチ B およびスイッチ F というアップストリームおよびダウン
ストリーム スイッチの NTP ピアとして設定されています。
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図 7-1 一般的な NTP ネットワーク構成

ネットワークがインターネットから切り離されている場合、シスコの NTP によって、実際には、他
の方法で時刻が取得されているにもかかわらず、デバイスが NTP を使用して同期しているように
動作を設定できます。他のデバイスは、NTP によりこのデバイスと同期化されます。

複数のタイム ソースがある場合は、NTP は常に信頼性がより高いものとみなされます。NTP の時
刻は、他の方法による時刻に優先します。

いくつかのメーカーでは自社のホスト システムに NTP ソフトウェアを組み入れており、UNIX シ
ステム用のバージョンやその派生ソフトウェアも一般に入手できます。このソフトウェアによっ

て、ホスト システムも時間が同期化されます。
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NTP の設定
スイッチはハードウェアでサポートされるクロックを備えていないため、外部 NTP ソースが利用
できないときに、ピアが自身を同期化するために使用する NTP マスター クロックとして機能でき
ません。このスイッチは、カレンダーに対するハードウェアのサポートも備えていません。そのた

め、ntp update-calendarおよび ntp masterグローバル コンフィギュレーション コマンドが利用で
きません。

ここでは、次の設定について説明します。

• NTP のデフォルト設定（p.7-5）

• NTP 認証の設定（p.7-6）

• NTP アソシエーションの設定（p.7-7）

• NTP ブロードキャスト サービスの設定（p.7-8）

• NTP アクセス制限の設定（p.7-9）

• NTP パケット用の送信元 IP アドレスの設定（p.7-11）

• NTP 設定の表示（p.7-12）

NTP のデフォルト設定

表 7-1に、NTP のデフォルト設定を示します。

NTP は、すべてのインターフェイスでデフォルトでイネーブルに設定されています。すべてのイン
ターフェイスは、NTP パケットを受信します。

表 7-1 NTP のデフォルト設定

機能 デフォルト設定

NTP 認証 ディセーブル。認証鍵は指定されていません。

NTP ピアまたはサーバ アソシエーション 設定なし

NTP ブロードキャスト サービス ディセーブル。どのインターフェイスも NTP ブロー
ドキャスト パケットを送受信しません。

NTP アクセス制限 アクセス制御は指定されていません。

NTP パケット送信元 IP アドレス 送信元アドレスは、発信インターフェイスによって設

定されます。
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NTP 認証の設定

この手順を行うには、NTP サーバの管理者と調整する必要があります。この手順で設定する情報
は、時刻を NTP サーバと同期化するためにスイッチが使用するサーバに対応している必要があり
ます。

セキュリティ目的で他のデバイスとのアソシエーション（正確な時間の維持を行う NTP 稼働デバ
イス間の通信）を認証するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

NTP 認証をディセーブルにするには、no ntp authenticateグローバル コンフィギュレーション コマ
ンドを使用します。認証鍵を削除するには、no ntp authentication-key numberグローバル コンフィ
ギュレーション コマンドを使用します。デバイス ID の認証をディセーブルにするには、no ntp
trusted-key key-numberグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

NTP パケットに認証鍵 42 を設定しているデバイスとだけ同期するようにスイッチを設定する例を
以下に示します。

Switch(config)# ntp authenticate
Switch(config)# ntp authentication-key 42 md5 aNiceKey
Switch(config)# ntp trusted-key 42

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 ntp authenticate デフォルトではディセーブルに設定されている NTP 認証機能を
イネーブルにします。

ステップ 3 ntp authentication-key number md5 value 認証鍵を定義します。デフォルト設定では何も定義されていませ

ん。

• numberには、鍵の番号を指定します。指定できる範囲は 1 ～
4294967295 です。

• md5は、Message Digest Algorithm 5（MD5）を使用してメッ
セージ認証サポートが行われることを指定します。

• value には、鍵に対する 8 文字までの任意のストリングを入
力します。

スイッチとデバイスの双方がいずれかの認証鍵を持ち、ntp
trusted-key key-number コマンドによって鍵番号が指定されてい
ないかぎり、スイッチはデバイスと同期化しません。

ステップ 4 ntp trusted-key key-number 1 つまたは複数の鍵番号（ステップ 3 で定義したもの）を指定し
ます。ピア NTP デバイスは、このスイッチと同期化するため、
スイッチの NTP パケット内にこの鍵番号を設定しなければなり
ません。

デフォルト設定では、信頼される鍵は定義されていません。

key-numberには、ステップ 3 で定義された鍵を指定します。

このコマンドは、スイッチが、信頼されていないデバイスと誤っ

て同期化するのを防ぎます。

ステップ 5 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 show running-config 設定を確認します。

ステップ 7 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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NTP アソシエーションの設定

NTP アソシエーションは、ピア アソシエーション（スイッチを他のデバイスに同期化するか、他
のデバイスをスイッチに同期化させるかのどちらかが可能）に設定することも、サーバ アソシエー
ション（スイッチを他のデバイスに同期化させるのみで、その逆はできない）に設定することもで

きます。

別のデバイスとの NTP アソシエーションを形成するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を
実行します。

アソシエーションは、一端のデバイスのみを設定します。もう一方のデバイスには自動的にアソシ

エーションが設定されます。デフォルトの NTP バージョン（バージョン 3）を使用していて NTP
同期化が発生しない場合は、NTP のバージョン 2 を使用します。インターネット上の多くの NTP
サーバは、バージョン 2 で稼働しています。

ピアまたはサーバ アソシエーションを削除するには、no ntp peer ip-address または no ntp server
ip-addressグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

NTP バージョン 2 を使用して IP アドレス 172.16.22.44 のピアのクロックに、システム クロックを
同期化するようにスイッチを設定する方法を、以下の例に示します。

Switch(config)# ntp server 172.16.22.44 version 2

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 ntp peer ip-address [version number] 
[key keyid] [source interface] [prefer]

または

ntp server ip-address [version number] 
[key keyid] [source interface] [prefer]

スイッチのシステム クロックをピアに同期化させるか、ピアを同期
化させる（ピア アソシエーション）かを設定します。

または

スイッチのシステム クロックをタイム サーバによって同期化する
（サーバ アソシエーション）ように設定します。

ピアまたはサーバ アソシエーションはデフォルトでは定義されて
いません。

• ピア アソシエーションの ip-addressには、クロックの同期化を
行う、または同期化の対象となるピアの IP アドレスを指定しま
す。サーバ アソシエーションでは、クロックの同期化を行うタ
イム サーバの IP アドレスを指定します。

• （任意）numberには、NTP のバージョン番号を指定します。指
定できる範囲は 1 ～ 3 です。デフォルトではバージョン 3 が選
択されています。

• （任意）keyidには、ntp authentication-keyグローバル コンフィ
ギュレーション コマンドで定義された認証鍵を入力します。

• （任意）interfaceには、IP の送信元アドレスを取得するインター
フェイスを指定します。デフォルトでは、送信元 IP アドレスは
発信インターフェイスから取得します。

• （任意）prefer キーワードを指定すると、このピアまたはサー
バが同期化を行う優先ピアまたはサーバになります。このキー

ワードは、ピアとサーバ間の切り換えを減らします。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show running-config 設定を確認します。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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NTP ブロードキャスト サービスの設定

NTP が稼働するデバイス間の通信（アソシエーション）は、通常スタティックに設定されます。各
デバイスには、アソシエーションを作成すべきすべてのデバイスの IP アドレスが与えられます。ア
ソシエーションのペアとなるデバイス間で NTP メッセージを交換することによって、正確な時刻
の維持が可能になります。ただし、LAN 環境では、代わりに IP ブロードキャスト メッセージを使
用するように NTP を設定できます。ブロードキャスト メッセージを送受信するように各デバイス
を設定すればよいだけなので、この代替手段によって設定作業が容易になります。ただし、この場

合は、情報の流れは一方向に限られます。

ルータのようにネットワーク上で時刻情報をブロードキャストする NTP ブロードキャスト サーバ
がある場合、スイッチはインターフェイスごとに NTP ブロードキャスト パケットを送受信できま
す。スイッチは NTP ブロードキャスト パケットをピアへ送信できるので、ピアはそれに同期化で
きます。スイッチは NTP ブロードキャスト パケットを受信して自身のクロックを同期化すること
もできます。ここでは、NTP ブロードキャスト パケットの送信と受信の両方の手順について説明
します。

NTP ブロードキャスト パケットをピアに送信して、ピアが自身のクロックをスイッチに同期化す
るよう、スイッチを設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

インターフェイスによる NTP ブロードキャスト パケットの送信をディセーブルにするには、no ntp
broadcastインターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。

次に、NTP バージョン 2 パケットを送信するようにポートを設定する例を示します。

Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# ntp broadcast version 2

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id NTP ブロードキャスト パケットを送信するインターフェイスを
指定し、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。

ステップ 3 ntp broadcast [version number] [key keyid] 
[destination-address]

NTP ブロードキャスト パケットをピアに送信するインターフェ
イスをイネーブルにします。

デフォルトでは、この機能はすべてのインターフェイスでディ

セーブルに設定されています。

• （任意）number には、NTP のバージョン番号を指定します。
指定できる範囲は 1 ～ 3 です。バージョンを指定しなかった
場合は、バージョン 3 が使用されます。

• （任意）keyidには、ピアにパケットを送信するときに使用す
る認証鍵を指定します。

• （任意）destination-address には、スイッチにクロックを同期
化しているピアの IP アドレスを指定します。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show running-config 設定を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

ステップ 7 次の手順で説明するように、接続されているピアが NTP ブロー
ドキャスト パケットを受信するように設定します。
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接続したピアから NTP ブロードキャスト パケットを受信するようにスイッチを設定するには、イ
ネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

インターフェイスによる NTP ブロードキャスト パケットの受信をディセーブルにするには、no ntp
broadcast client インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。予測されるラ
ウンドトリップ遅延をデフォルト設定に変更するには、no ntp broadcastdelayグローバル コンフィ
ギュレーション コマンドを使用します。

次に、NTP ブロードキャスト パケットを受信するようにポートを設定する例を示します。

Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# ntp broadcast client

NTP アクセス制限の設定

以降で説明するように、次の 2 つのレベルで NTP アクセスを制御できます。

• アクセス グループの作成と基本 IP アクセス リストの割り当て（p.7-10）

• 特定のインターフェイスでの NTP サービスのディセーブル化（p.7-11）

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id NTP ブロードキャスト パケットを受信するインターフェイスを指
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。

ステップ 3 ntp broadcast client インターフェイスが NTP ブロードキャスト パケットを受信できる
ようにします。

デフォルトでは、インターフェイスは NTP ブロードキャスト パ
ケットを受信しません。

ステップ 4 exit グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 5 ntp broadcastdelay microseconds （任意）スイッチと NTP ブロードキャスト サーバとの間の予測され
るラウンドトリップ遅延を変更します。

デフォルトは 3000 マイクロ秒です。指定できる範囲は 1 ～ 999999
です。

ステップ 6 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 7 show running-config 設定を確認します。

ステップ 8 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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アクセス グループの作成と基本 IP アクセス リストの割り当て

アクセス リストを使用して NTP サービスへのアクセスを制御するには、イネーブル EXEC モード
で次の手順を実行します。

アクセス グループのキーワードは、最小の制限から最大の制限に、次の順序でスキャンされます。

1. peer ― 時刻要求と NTP 制御クエリーを許可し、さらに、スイッチがアクセス リストの基準を
満たすアドレスを持つデバイスと同期化することを許可します。

2. serve ― 時刻要求と NTP 制御クエリーを許可しますが、スイッチがアクセス リストの基準を満
たすアドレスを持つデバイスと同期化することを許可しません。

3. serve-only ― アクセス リストの基準を満たすアドレスを持つデバイスからの時刻要求のみを許
可します。

4. query-only ― アクセス リストの基準を満たすアドレスを持つデバイスからの NTP 制御クエ
リーのみを許可します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 ntp access-group {query-only | serve-only 
| serve | peer} access-list-number

アクセス グループを作成し、基本 IP アクセス リストを割り当て
ます。

キーワードの意味は次のとおりです。

• query-only ― NTP 制御クエリーに限り許可します。

• serve-only ― 時刻要求に限り許可します。

• serve ― 時刻要求と NTP 制御クエリーは許可しますが、ス
イッチがリモート デバイスと同期化することは許可しませ
ん。

• peer ― 時刻要求と NTP 制御クエリーを許可し、スイッチが
リモート デバイスと同期化することを許可します。

access-list-numberには、1 ～ 99 の範囲で標準の IP アクセス リス
ト番号を入力します。

ステップ 3 access-list access-list-number permit 
source [source-wildcard] 

アクセス リストを作成します。

• access-list-numberには、ステップ 2 で指定した番号を入力し
ます。

• permitキーワードを入力すると、条件が一致した場合にアク
セスを許可します。

• sourceには、スイッチへのアクセスが許可されたデバイスの
IP アドレスを入力します。

• （任意）source-wildcardには、送信元に適用するワイルドカー
ド ビットを入力します。

（注） アクセス リストを作成するときは、アクセス リストの末
尾に暗黙的な拒否ステートメントがデフォルトで存在
し、それ以前のステートメントで一致が見つからなかっ
たすべてのパケットに適用されることに注意してくださ
い。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show running-config 設定を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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送信元 IP アドレスがアクセス リストの複数のアクセス タイプに一致する場合は、最初のタイプが
許可されます。アクセス グループが指定されていない場合は、すべてのアクセス タイプがすべて
のデバイスに許可されます。いずれかのアクセス グループが指定されている場合は、指定されたア
クセス タイプに限り許可されます。

スイッチ NTP サービスに対するアクセス制御を削除するには、no ntp access-group {query-only | 
serve-only | serve | peer}グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

次に、スイッチがアクセス リスト 99 からのピアに同期化できるように設定する例を示します。た
だし、スイッチはアクセス リスト 42 に対してはアクセスを制限し、時刻要求に限り許可します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# ntp access-group peer 99
Switch(config)# ntp access-group serve-only 42
Switch(config)# access-list 99 permit 172.20.130.5
Switch(config)# access list 42 permit 172.20.130.6

特定のインターフェイスでの NTP サービスのディセーブル化

NTP サービスは、すべてのインターフェイスでデフォルトでイネーブルに設定されています。

インターフェイス上で NTP パケットの受信をディセーブルにするには、イネーブル EXEC モード
で次の手順を実行します。

インターフェイス上で NTP パケットの受信を再度イネーブルにするには、no ntp disableインター
フェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。

NTP パケット用の送信元 IP アドレスの設定

スイッチが NTP パケットを送信すると、送信元 IP アドレスは通常、NTP パケットが送信されたイ
ンターフェイスのアドレスに設定されます。すべての NTP パケットに特定の送信元 IP アドレスを
使用する場合は、ntp sourceグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。アドレス
は、指定されたインターフェイスから取得します。インターフェイス上のアドレスを返信パケット

用の宛先として使用できない場合に、このコマンドは便利です。

送信元 IP アドレスの取得先となる特定のインターフェイスを設定するには、イネーブル EXEC モー
ドで次の手順を実行します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id 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、ディ
セーブルにするインターフェイスを指定します。

ステップ 3 ntp disable インターフェイス上で NTP パケットの受信をディセーブルにしま
す。

デフォルトでは、すべてのインターフェイスは NTP パケットを受
信します。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show running-config 設定を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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指定されたインターフェイスは、すべての宛先に送信される全パケットの送信元アドレスに使用さ

れます。送信元アドレスを特定のアソシエーションに使用する場合は、「NTP アソシエーションの
設定」（p.7-7）に説明したように、ntp peer または ntp server グローバル コンフィギュレーション
コマンド内で sourceキーワードを使用します。

NTP 設定の表示

次の 2 つのイネーブル EXEC コマンドを使用して NTP 情報を表示できます。

• show ntp associations [detail]

• show ntp status

この出力に表示されるフィールドの詳細については、『Cisco IOS Configuration Fundamentals 
Command Reference』 Release 12.2 を参照してください。

手動での日時の設定

他のタイム ソースが利用できない場合は、システムの再起動後、手動で日時を設定できます。時刻
は、次にシステムを再起動するまで正確です。手動設定は最後の手段としてのみ使用することを推

奨します。スイッチを同期化できる外部ソースがある場合は、手動でシステム クロックを設定する
必要はありません。

（注） システム クロックを手動で設定し、スタック マスターに障害が生じて別のスタック メンバーがス
タック マスターの役割を再開した場合は、この設定をリセットする必要があります。

ここでは、次の設定について説明します。

• システム クロックの設定（p.7-13）

• 日時設定の表示（p.7-13）

• タイム ゾーンの設定（p.7-13）

• 夏時間の設定（p.7-14）

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 ntp source type number IP 送信元アドレスの取得先となるインターフェイスのタイプと番
号を指定します。

デフォルトでは、送信元アドレスは、発信インターフェイスによっ

て設定されます。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show running-config 設定を確認します。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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システム クロックの設定

ネットワーク上に、NTP サーバなどの時刻サービスを提供する外部ソースがある場合、手動でシス
テム クロックを設定する必要はありません。

システム クロックを設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

次に、システム クロックを手動で 2001 年の 7 月 23 日午後 1 時 32 分に設定する例を示します。

Switch# clock set 13:32:00 23 July 2001

日時設定の表示

日時の設定を表示するには、show clock [detail] イネーブル EXEC コマンドを使用します。

システムク ロックは、信頼できる（確実である）かどうかを示す authoritativeフラグを維持します。
システム クロックがタイミング ソース（NTP など）によって設定されている場合は、フラグを設
定します。時刻が信頼できないものである場合は、表示目的でのみ使用されます。クロックが信頼

でき、authoritative フラグが設定された状態でない場合、ピアの時刻が無効なときは、フラグはピ
アがクロックと同期しないようにします。

show clockの表示の前にある記号は、次の意味があります。

• * ― 時刻は信頼できません。

• （空白） ― 時刻は信頼できます。

• . ― 時刻は信頼できますが、NTP は同期していません。

タイム ゾーンの設定

手動でタイム ゾーンを設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

コマンド 説明

ステップ 1 clock set hh:mm:ss day month year

または

clock set hh:mm:ss month day year

次のいずれかのフォーマットで、手動でシステム クロックを設定し
ます。

• hh:mm:ssには、時刻を時間（24 時間制）、分、秒で指定します。
指定された時刻は、設定されたタイム ゾーンに基づきます。

• dayには、当月の日付で日を指定します。

• monthには、月を名前で指定します。

• yearには、年を指定します（短縮不可）。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 clock timezone zone hours-offset 
[minutes-offset]

タイム ゾーンを設定します。

スイッチは内部時刻を UTC で管理するので、このコマンドは表示
目的の場合および手動で時刻を設定した場合に限って使用します。

• zoneには、標準時間が施行されているときに表示されるタイム
ゾーンの名前を入力します。デフォルトの設定は UTC です。

• hours-offsetには、UTC からの時差（時間単位）を入力します。

• （任意）minutes-offset には、UTC からの時差（分単位）を入力
します。
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clock timezoneグローバル コンフィギュレーション コマンドの minutes-offset変数は、現地のタイム
ゾーンと UTC との時差が分単位である場合に利用できます。たとえば、カナダ大西洋沿岸のある
区域のタイム ゾーン（AST［大西洋標準時］）は UTC-3.5 です。この場合、3 は 3 時間、.5 は 50%
を意味します。この場合、必要なコマンドは clock timezone AST -3 30です。

時刻を UTC に設定するには、no clock timezoneグローバル コンフィギュレーション コマンドを使
用します。

夏時間の設定

毎年特定の曜日に夏時間が開始および終了する地域で夏時間を設定するには、イネーブル EXEC
モードで次の手順を実行します。

clock summer-timeグローバル コンフィギュレーション コマンドの最初の部分では夏時間の開始時
期を、2 番めの部分では終了時期を指定します。すべての時刻は、現地のタイム ゾーンを基準にし
ています。開始時間は標準時を基準にしています。終了時間は夏時間を基準にしています。開始月

が終了月よりあとの場合は、システムでは南半球にいるとみなされます。

次に、夏時間が 4 月の第 1 日曜の午前 2 時に始まり、10 月の最終日曜の 2 時に終わるように指定す
る例を示します。

Switch(config)# clock summer-time PDT recurring 1 Sunday April 2:00 last Sunday 
October 2:00 

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show running-config 設定を確認します。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 clock summer-time zone recurring [week 
day month hh:mm week day month hh:mm 
[offset]]

毎年特定の日に開始および終了する夏時間を設定します。

夏時間はデフォルトでディセーブルに設定されています。パラ

メータなしで clock summer-time zone recurringを指定すると、夏
時間の規則は米国の規則をデフォルトにします。

• zoneには、夏時間が施行されているときに表示されるタイム
ゾーンの名前（たとえば PDT）を入力します。

• （任意）weekには、月の何番めの週かを指定します（1 ～ 5、
または last）。

• （任意）dayには、曜日を指定します（Sunday、Monday など）。

• （任意）monthには、月を指定します（January、February など）。

• （任意）hh:mmには、時刻を時間（24 時間制）と分で指定し
ます。

• （任意）offsetには、夏時間の間、追加する分の数を指定しま
す。デフォルト値は 60 です。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show running-config 設定を確認します。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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ユーザの居住地域の夏時間が定期的なパターンに従わない場合（次の夏時間のイベントの正確な日

時を設定する）は、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

clock summer-timeグローバル コンフィギュレーション コマンドの最初の部分では夏時間の開始時
期を、2 番めの部分では終了時期を指定します。すべての時刻は、現地のタイム ゾーンを基準にし
ています。開始時間は標準時を基準にしています。終了時間は夏時間を基準にしています。開始月

が終了月よりあとの場合は、システムでは南半球にいるとみなされます。

夏時間をディセーブルにするには、no clock summer-timeグローバル コンフィギュレーション コマ
ンドを使用します。

次に、夏時間が 2000 年 10 月 12 日の 2 時に始まり、2001 年 4 月 26 日の 2 時に終わるよう設定する
例を示します。

Switch(config)# clock summer-time pdt date 12 October 2000 2:00 26 April 2001 2:00

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 clock summer-time zone date [month date 
year hh:mm month date year hh:mm [offset]]

または

clock summer-time zone date [date month 
year hh:mm date month year hh:mm [offset]]

最初の日付で夏時間開始の日付を、2 番めの日付で終了の日付を
設定します。

夏時間はデフォルトでディセーブルに設定されています。

• zoneには、夏時間が施行されているときに表示されるタイム
ゾーンの名前（たとえば PDT）を入力します。

• （任意）weekには、月の何番めの週かを指定します（1 ～ 5、
または last）。

• （任意）dayには、曜日を指定します（Sunday、Monday など）。

• （任意）monthには、月を指定します（January、February など）。

• （任意）hh:mmには、時刻を時間（24 時間制）と分で指定し
ます。

• （任意）offsetには、夏時間の間、追加する分の数を指定しま
す。デフォルト値は 60 です。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show running-config 設定を確認します。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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システム名およびプロンプトの設定

スイッチにシステム名を設定して識別します。デフォルトでは、システム名およびプロンプトは

switchです。

システム プロンプトを設定していない場合は、システム名の最初の 20 文字がシステム プロンプト
として使用されます。大なり記号 [>] が付加されます。システム名が変更されるたびにプロンプト
が更新されます。

スタック マスターを経由してスタック メンバーにアクセスしている場合は、
session stack-member-numberイネーブル EXEC コマンドを使用する必要があります。スタック メン
バー番号は 1 ～ 9 です。このコマンドを使用すると、スタック メンバー番号がシステム プロンプ
トに付加されます。たとえば、Switch-2#はスタック メンバー 2 のイネーブル EXEC モードのプロ
ンプトです。Switchは、スイッチ スタックのシステム プロンプトです。

ここで説明されるコマンドの構文および使用方法の詳細については、『Cisco IOS Configuration
Fundamentals Command Reference』 Release 12.2 および『Cisco IOS IP Command Reference, Volume 2 of
3:Routing Protocols』 Release 12.2 を参照してください。

ここでは、次の設定について説明します。

• デフォルトのシステム名およびプロンプトの設定（p.7-16）

• システム名の設定（p.7-16）

• DNS の概要（p.7-17）

デフォルトのシステム名およびプロンプトの設定

デフォルトでは、システム名およびプロンプトは switchです。

システム名の設定

手動でシステム名を設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

システム名を設定すると、その名前はシステム プロンプトとしても使用されます。

デフォルトのホスト名に戻すには、no hostnameグローバル コンフィギュレーション コマンドを使
用します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 hostname name 手動でシステム名を設定します。

デフォルト設定は、switchです。

名前は ARPANET ホスト名の規則に従う必要があります。この規則
ではホスト名は文字で始まり、文字または数字で終わり、その間に

は文字、数字、またはハイフンしか使用できません。名前には 63
文字まで使用できます。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show running-config 設定を確認します。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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DNS の概要
Domain Name System（DNS; ドメイン ネーム システム）プロトコルは、分散型データベース DNS
を制御し、これによりホスト名を IP アドレスに対応付けることができます。スイッチ上で DNS を
設定すると、ping、telnet、connectなどのすべての IP コマンドや、関連する Telnet サポート操作時
に、IP アドレスの代わりにホスト名を使用できます。

IP によって定義される階層型の名前指定は、デバイスを場所またはドメインで識別できます。ドメ
イン名の区切りとしては、ピリオド（.）を使用します。たとえばシスコシステムズは、IP で com
というドメイン名に分類される商業組織なので、ドメイン名は cisco.com です。このドメイン内の
特定のデバイス、たとえば FTP（ファイル転送プロトコル）システムは、ftp.cisco.comで表されます。

IP でドメイン名を追跡するためにドメイン ネーム サーバという概念が定義されています。DNS は、
名前と IP アドレスのマッピングをキャッシュ（またはデータベース）に保管します。ドメイン名
を IP アドレスにマッピングするには、まず、ホスト名を明示し、ネットワーク上に存在するネー
ム サーバを指定し、DNS をイネーブルにします。

ここでは、次の設定について説明します。

• DNS のデフォルト設定（p.7-17）

• DNS の設定（p.7-17）

• DNS 設定の表示（p.7-18）

DNS のデフォルト設定

表 7-2に、DNS のデフォルト設定を示します。

DNS の設定

DNS を使用するようにスイッチを設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行しま
す。

表 7-2 DNS のデフォルト設定

機能 デフォルト設定

DNS イネーブル ステート イネーブル

DNS デフォルト ドメイン名 設定なし

DNS サーバ ネーム サーバ アドレスの設定なし

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 ip domain-name name 未修飾のホスト名（ドット付き 10 進表記ドメイン名のない名前）を
完成させるためにソフトウェアが使用する、デフォルトのドメイン

名を定義します。

ドメイン名を未修飾の名前から区切るために使用される最初のピ

リオドは入れないでください。

起動時にはドメイン名は設定されていませんが、BOOTP または
Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）サーバからスイッチ コ
ンフィギュレーションを取得している場合は、BOOTP または
DHCP サーバによってデフォルトのドメイン名が設定されること
があります（サーバにこの情報が設定されている場合）。
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スイッチの IP アドレスをそのホスト名として使用する場合は、IP アドレスが使用され、DNS クエ
リーは発生しません。ピリオド（.）なしでホスト名を設定すると、ピリオドと、それに続くデフォ
ルトのドメイン名がホスト名に追加され、そのあとで DNS クエリーが行われ、名前を IP アドレス
にマッピングします。デフォルトのドメイン名は、ip domain-name グローバル コンフィギュレー
ション コマンドによって設定される値です。ホスト名にピリオド（.）がある場合は、Cisco IOS ソ
フトウェアは、ホスト名にデフォルトのドメイン名を追加せずに IP アドレスを検索します。

ドメイン名を削除するには、no ip domain-name name グローバル コンフィギュレーション コマン
ドを使用します。ネーム サーバのアドレスを削除するには、no ip name-server server-addressグロー
バル コンフィギュレーション コマンドを使用します。スイッチ上の DNS をディセーブルにするに
は、no ip domain-lookupグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

DNS 設定の表示

DNS 設定情報を表示するには、show running-configイネーブル EXEC コマンドを使用します。

ステップ 3 ip name-server server-address1 
[server-address2 ... server-address6]

1 つまたは複数のネーム サーバのアドレスを指定して、名前および
アドレスの解決に使用します。

最大 6 つのネーム サーバを指定できます。各サーバ アドレスはス
ペースで区切ります。最初に指定されたサーバが、プライマリ サー
バです。スイッチは、最初にプライマリ サーバに DNS クエリーを
送信します。そのクエリーが失敗した場合は、バックアップ サーバ
がクエリーされます。

ステップ 4 ip domain-lookup （任意）スイッチ上で、DNS ベースのホスト名のアドレスへの変換
をイネーブルにします。この機能は、デフォルトでイネーブルに設

定されています。

ユーザのネットワーク デバイスが、名前の割り当てを制御できない
ネットワーク内のデバイスと接続する必要がある場合、グローバル

なインターネットのネーミング方式（DNS）を使用してユーザのデ
バイスを一意に識別するデバイス名を動的に割り当てることがで

きます。

ステップ 5 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 show running-config 設定を確認します。

ステップ 7 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明
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バナーの作成

Message-of-The-Day（MoTD）バナーおよびログイン バナーを作成できます。MoTD バナーはログ
イン時に接続しているすべての端末で表示され、すべてのネットワーク ユーザに影響のあるメッ
セージ（システムのシャットダウン予告など）を送信するのに便利です。

ログイン バナーも、すべての接続端末で表示されます。ログインバナーは MoTD バナーのあとに
表示され、その次にログイン プロンプトが表示されます。

（注） ここで説明されるコマンドの構文および使用方法の詳細については、『Cisco IOS Configuration 
Fundamentals Command Reference』 Release 12.2 を参照してください。

ここでは、次の設定について説明します。

• バナーのデフォルト設定（p.7-19）

• MoTD ログイン バナーの設定（p.7-19）

• ログイン バナーの設定（p.7-20）

バナーのデフォルト設定

MoTD バナーおよびログイン バナーは設定されません。

MoTD ログイン バナーの設定
ユーザがスイッチにログインしたときに画面に表示される、1 行または複数行のメッセージ バナー
を作成できます。

MoTD ログイン バナーを設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

MoTD バナーを削除するには、no banner motdグローバル コンフィギュレーション コマンドを使
用します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 banner motd c message c MoTD を指定します。

c には、任意の区切り文字、たとえばポンド記号（#）を入力して、
Return キーを押します。その区切り文字はバナー テキストの始ま
りと終わりを表します。終わりの区切り文字のあとの文字は廃棄さ

れます。

messageには、255 文字までのバナー メッセージを入力します。メッ
セージ内には区切り文字を使用できません。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show running-config 設定を確認します。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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次に、ポンド記号（#）を開始および終了の区切り文字として使用し、スイッチの MoTD バナーを
設定する例を示します。

Switch(config)# banner motd #
This is a secure site. Only authorized users are allowed.
For access, contact technical support.
#
Switch(config)#

次に、前の設定により表示されたバナーを示します。

Unix> telnet 172.2.5.4
Trying 172.2.5.4...
Connected to 172.2.5.4.
Escape character is '^]'.

This is a secure site. Only authorized users are allowed.
For access, contact technical support.

User Access Verification

Password:

ログイン バナーの設定
すべての接続端末でログイン バナーが表示されるように設定できます。バナーは、MoTD バナーの
あとに表示され、その次にログイン プロンプトが表示されます。

ログイン バナーを設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

ログイン バナーを削除するには、no banner loginグローバル コンフィギュレーション コマンドを
使用します。

次に、ドル記号（$）を開始および終了の区切り文字として使用し、スイッチのログイン バナーを
設定する例を示します。

Switch(config)# banner login $
Access for authorized users only. Please enter your username and password.
$
Switch(config)#

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 banner login c message c ログイン メッセージを指定します。

c には、任意の区切り文字、たとえばポンド記号（#）を入力して、
Return キーを押します。その区切り文字はバナー テキストの始ま
りと終わりを表します。終わりの区切り文字のあとの文字は廃棄さ

れます。

messageには、255 文字までのバナー メッセージを入力します。メッ
セージ内には区切り文字を使用できません。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show running-config 設定を確認します。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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MAC アドレス テーブルの管理
MAC（メディア アクセス制御）アドレス テーブルには、スイッチがポート間のトラフィック転送
に使用するアドレス情報が含まれています。アドレス テーブルに登録された MAC アドレスはすべ
て、1 つまたは複数のポートに対応しています。アドレス テーブルに含まれるアドレス タイプに
は、次のものがあります。

• ダイナミック アドレス：スイッチが学習し、使用されなくなった時点で期限切れとなる送信元
MAC アドレス。

• スタティック アドレス：手動で入力するユニキャスト アドレス。これらのアドレスには期限
がなく、スイッチがリセットされても失われません。

アドレス テーブルは、宛先 MAC アドレス、対応する VLAN（仮想 LAN）ID、およびアドレスと
タイプ（スタティックとダイナミック）に対応付けられたポート番号を保持します。

（注） ここで使用されるコマンドの構文および使用方法の詳細については、このリリースのコマンド リ
ファレンスを参照してください。

ここでは、次の設定について説明します。

• アドレス テーブルの作成（p.7-21）

• MAC アドレスおよび VLAN（p.7-22）

• MAC アドレスおよびスイッチ スタック（p.7-22）

• MAC アドレス テーブルのデフォルト設定（p.7-22）

• アドレス エージング タイムの変更（p.7-22）

• ダイナミック アドレス エントリの削除（p.7-23）

• MAC アドレス通知トラップの設定（p.7-23）

• スタティック アドレス エントリの追加および削除（p.7-25）

• ユニキャスト MAC アドレス フィルタリングの設定（p.7-26）

• アドレス テーブル エントリの表示（p.7-28）

アドレス テーブルの作成
すべてのポートでサポートされる複数の MAC アドレスによって、スイッチの任意のポートを各
ワークステーション、リピータ、スイッチ、ルータ、その他のネットワーク デバイスに接続できま
す。各ポートで受信するパケットの送信元アドレスを学習し、アドレス テーブルにアドレスとその
対応するポート番号を追加することによって、スイッチは動的なアドレス指定を行います。ネット

ワークでステーションの増設または取り外しが行われると、スイッチはアドレス テーブルを更新
し、新しいダイナミック アドレスを追加し、使用されていないアドレスは期限切れにします。

有効期間は、スタンドアロン スイッチまたはスイッチ スタックにグローバルに設定されます。た
だし、スイッチは VLAN ごとにアドレス テーブルを維持し、Spanning-Tree Protocol（STP; スパニン
グツリー プロトコル）によって VLAN ごとの有効期間を短縮できます。

スイッチは、受信したパケットの宛先アドレスに基づいて、任意の組み合わせのポート間でパケッ

トを送信します。MAC アドレス テーブルを使用することによって、スイッチは、宛先アドレスに
対応付けられたポートにのみ、パケットを転送します。パケットを送信したポート上に宛先アドレ

スがある場合は、パケットはフィルタリング処理され、転送されません。スイッチは、常にストア

アンドフォワード方式を使用します。このため、完全なパケットをいったん保管してエラーがない

か検査してから伝送します。
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MAC アドレスおよび VLAN
アドレスはすべて、VLAN と対応付けられます。1 つのアドレスを複数の VLAN に対応付け、それ
ぞれで異なる宛先を設定できます。たとえば、ユニキャスト アドレスは、VLAN 1 内のポート 1 と
VLAN 5 内のポート 9、10 へ伝送できます。

VLAN ごとに、独自の論理アドレス テーブルが維持されます。ある VLAN で認識されているアド
レスが他の VLAN で認識されるには、アドレスが他の VLAN 内のポートによって学習されるか、ま
たはポートにスタティックに対応付けられる必要があります。

プライベート VLAN が設定されている場合、アドレス学習は MAC アドレス タイプによって異なり
ます。

• プライベート VLAN のある VLAN で学習されたダイナミック MAC アドレスは、対応付けられ
た VLAN で複製されます。たとえば、プライベート VLAN のセカンダリ VLAN で学習された
MAC アドレスは、プライマリ VLAN で複製されます。

• プライマリまたはセカンダリ VLAN で設定されたスタティック MAC アドレスは、対応付けら
れた VLAN では複製されません。プライベート VLAN のプライマリまたはセカンダリ VLAN
のスタティック MAC アドレスを設定する場合、対応付けられたすべての VLAN に同じスタ
ティック MAC アドレスを設定します。

プライベート VLAN の詳細については、第 16 章「プライベート VLAN の設定」を参照してください。

MAC アドレスおよびスイッチ スタック
すべてのスタック メンバーの MAC アドレス テーブルは、同期されています。常に、各スタック
メンバーは、各 VLAN に対応するアドレス テーブルの同一のコピーを持っています。アドレスが
期限切れになると、そのアドレスはすべてのスタック メンバーのアドレス テーブルから削除され
ます。スイッチがスイッチ スタックに参加すると、そのスイッチは他のスタック メンバーが学習
した各 VLAN に対応するアドレスを受け取ります。スタック メンバーがスイッチ スタックから削
除されると、残りのスタック メンバーは、以前のスタック メンバーが学習したアドレスをすべて
期限切れにするか削除します。

MAC アドレス テーブルのデフォルト設定
表 7-3に、MAC アドレス テーブルのデフォルト設定を示します。

アドレス エージング タイムの変更
ダイナミック アドレスは、スイッチが学習し、使用されなくなると期限切れになる送信元 MAC ア
ドレスです。すべての VLAN または指定された VLAN に対して、エージング タイムの設定を変更
できます。

エージング タイムの設定が短かすぎると、アドレスが活用されないままテーブルから削除される可
能性があります。その場合、スイッチは宛先が不明のパケットを受信すると、受信ポートと同じ

VLAN 内のすべてのポートに、そのパケットをフラッディングさせます。この不必要なフラッディ
ングによって、パフォーマンスに悪影響が出る可能性があります。また、エージング タイムの設定

表 7-3 MAC アドレス テーブルのデフォルト設定

機能 デフォルト設定

エージング タイム 300 秒

ダイナミック アドレス 自動学習

スタティック アドレス 設定なし
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が長すぎると、アドレス テーブルが未使用のアドレスでいっぱいになり、これによって新しいアド
レスを学習できなくなります。この結果フラッディングとなり、スイッチのパフォーマンスに悪影

響を与える可能性があります。

ダイナミック アドレス テーブルのエージング タイムを設定するには、イネーブル EXEC モードで
次の手順を実行します。

デフォルト値に戻すには、no mac-address-table aging-timeグローバル コンフィギュレーション コ
マンドを使用します。

ダイナミック アドレス エントリの削除
ダイナミック エントリをすべて削除するには、イネーブル EXEC モードで clear mac address-table
dynamic コマンドを使用します。特定の MAC アドレス（clear mac address-table dynamic address
mac-address）、指定された物理ポートまたはポート チャネル上のすべてのアドレス（clear mac
address-table dynamic interface interface-id）、または指定された VLAN 上のすべてのアドレス（clear
mac address-table dynamic vlan vlan-id）の削除もできます。

ダイナミック エントリが削除されたことを確認するには、show mac-address-table dynamicイネー
ブル EXEC コマンドを使用します。

MAC アドレス通知トラップの設定
MAC アドレス通知によって、スイッチに MAC アドレス アクティビティを保存することでネット
ワーク上のユーザを追跡できます。スイッチが MAC アドレスを学習または削除すると常に、SNMP
（簡易ネットワーク管理プロトコル）通知を生成して Network Management System（NMS; ネットワー
ク管理システム）に送信できます。ネットワークから多数のユーザの出入りがある場合は、トラッ

プ インターバル タイムを設定して通知トラップを組み込み、ネットワーク トラフィックを削減で
きます。MAC 通知履歴テーブルは、トラップがイネーブルに設定されたハードウェアのポートご
との MAC アドレス アクティビティを保存します。MAC アドレス通知は、動的でセキュアな MAC
アドレスについて生成されます。自己アドレス、マルチキャスト アドレス、またはその他のスタ
ティック アドレスについては、イベントは生成されません。

NMS ホストに MAC アドレス通知トラップを送信するようにスイッチを設定するには、イネーブル
EXEC モードで次の手順を実行します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 mac address-table aging-time [0 | 
10-1000000] [vlan vlan-id]

ダイナミック エントリが使用または更新されたあと、MAC アドレ
ス テーブル内に保持される時間を設定します。

指定できる範囲は 10 ～ 1000000 秒です。デフォルトは 300 秒です。
0 も入力できますが、期限切れがディセーブルになります。スタ
ティック アドレスは、期限切れになることもテーブルから削除され
ることもありません。

vlan-idの有効な ID は、1 ～ 4094 です。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show mac-address-table aging-time 設定を確認します。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。



第 7章      スイッチの管理
MAC アドレス テーブルの管理

7-24
Catalyst 3750 スイッチ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

78-16180-06-J

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 snmp-server host host-addr {traps | informs} 
{version {1 | 2c | 3}} community-string 
notification-type

トラップ メッセージの受信デバイスを指定します。

• hos-addrには、NMS の名前または IP アドレスを指定し
ます。

• SNMP トラップをホストに送信するには、traps（デフォ
ルト）を指定します。SNMP インフォームをホストに送
信するには、informsを指定します。

• サポートされる SNMP バージョンを指定します。バー
ジョン 1 がデフォルトですが、インフォームでは利用で
きません。

• community-string には、通知作業で送信するストリング
を指定します。このストリングは、snmp-server hostコ
マンドで設定できますが、snmp-server communityコマ
ンドでこのストリングを定義してから snmp-server host
コマンドを使用することを推奨します。

• notification-type には、mac-notification キーワードを使
用します。

ステップ 3 snmp-server enable traps mac-notification スイッチが MAC アドレス トラップを NMS に送信できるよ
うにします。

ステップ 4 mac address-table notification MAC アドレス通知機能をイネーブルにします。

ステップ 5 mac address-table notification [interval value] | 
[history-size value]

トラップ インターバル タイムと履歴テーブルのサイズを入
力します。

• （任意）interval valueには、NMS に対して生成される各
トラップ セット間の通知トラップ インターバルを秒単
位で指定します。指定できる範囲は 0 ～ 2147483647 秒
です。デフォルトは 1 秒です。

• （任意）history-size valueには、MAC 通知履歴テーブル
の最大エントリ数を指定します。指定できる範囲は 0 ～
500 で、デフォルトは 1 です。

ステップ 6 interface interface-id 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、SNMP MAC アドレス通知トラップをイネーブルにする
レイヤ 2 インターフェイスを指定します。

ステップ 7 snmp trap mac-notification {added | removed} MAC アドレス通知トラップをイネーブルにします。

• このインターフェイスに MAC アドレスが追加（added）
されたときは常に、MAC アドレス通知トラップをイ
ネーブルにします。

• このインターフェイスから MAC アドレスが削除
（removed）されたときは常に、MAC アドレス通知ト
ラップをイネーブルにします。

ステップ 8 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 9 show mac address-table notification interface

show running-config

設定を確認します。

ステップ 10 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存しま
す。
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スイッチによる MAC アドレス通知トラップの送信をディセーブルにするには、no snmp-server
enable traps mac-notificationグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。特定のイ
ンターフェイス上で MAC アドレス通知トラップをディセーブルにするには、no snmp trap 
mac-notification {added | removed}インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用しま
す。MAC アドレス通知機能をディセーブルにするには、no mac address-table notificationグローバ
ル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

次に、NMS として 172.20.10.10 を指定し、スイッチによる NMS への MAC アドレス通知トラップ
の送信をイネーブルにして、MAC アドレス通知機能をイネーブルにし、インターバル タイムを 60
秒、履歴サイズを 100 エントリ、指定したポートで MAC アドレスが追加されたときはいつでもト
ラップをイネーブルに設定する例を示します。

Switch(config)# snmp-server host 172.20.10.10 traps private
Switch(config)# snmp-server enable traps mac-notification
Switch(config)# mac address-table notification
Switch(config)# mac address-table notification interval 60
Switch(config)# mac address-table notification history-size 100
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/2
Switch(config-if)# snmp trap mac-notification added

以前のコマンドを確認するには、show mac address-table notification interface および show mac
address-table notificationイネーブル EXEC コマンドを入力します。

スタティック アドレス エントリの追加および削除
スタティック アドレスには、次の特性があります。

• アドレス テーブルへの追加およびアドレス テーブルからの削除は、手動で行う必要がありま
す。

• ユニキャストまたはマルチキャスト アドレスとして設定できます。

• 期限切れになることはなく、スイッチが再起動しても維持されます。

スタティック アドレスを追加および削除し、転送動作を定義できます。転送動作とは、パケットを
受信したポートが、そのパケットを他のポートに転送する方法のことです。すべてのポートは 1 つ
または複数の VLAN に関連付けられているので、スイッチは、指定されたポートから、そのアドレ
スに対応する VLAN ID を取得します。送信元ポートごとに、異なる宛先ポートを指定できます。

アドレスがスタティックとして入力されていない VLAN にスタティック アドレスを持ったパケッ
トが到着すると、すべてのポートにパケットがフラッディングされ、学習されません。

アドレス テーブルにスタティック アドレスを追加するには、宛先 MAC ユニキャスト アドレスお
よびその送信先となる VLAN を指定します。この宛先アドレスとともに受信されたパケットは、
interface-idオプションで指定されたインターフェイスへ転送されます。

プライベート VLAN のプライマリまたはセカンダリ VLAN のスタティック MAC アドレスを設定
する場合、同じスタティック MAC アドレスを対応付けられた VLAN すべてに設定します。プライ
ベート VLAN のプライマリまたはセカンダリ VLAN で設定されたスタティック MAC アドレスは、
対応付けられた VLAN では複製されません。プライベート VLAN の詳細については、第 16 章「プ
ライベート VLAN の設定」を参照してください。

スタティック アドレスを追加するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。
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アドレス テーブルからスタティック エントリを削除するには、no mac address-table static mac-addr
vlan vlan-id [interface interface-id]グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

次に、MAC アドレス テーブルに、スタティック アドレス c2f3.220a.12f4 を追加する例を示します。
VLAN 4 で、この MAC アドレスを宛先アドレスとして持つパケットを受信すると、パケットは指
定されたポートに転送されます。

Switch(config)# mac address-table static c2f3.220a.12f4 vlan 4 interface 
gigabitethernet1/0/1

ユニキャスト MAC アドレス フィルタリングの設定
ユニキャスト MAC アドレス フィルタリングがイネーブルの場合、スイッチは特定の送信元または
宛先 MAC アドレスを持つパケットを廃棄します。デフォルトでは、この機能はディセーブルで、
ユニキャスト スタティック アドレスのみをサポートします。

この機能を使用するには、次の手順を実行してください。

• マルチキャスト MAC アドレス、ブロードキャスト MAC アドレス、およびルータ MAC アドレ
スは、サポートされません。mac address-table static mac-addr vlan vlan-id dropグローバル コン
フィギュレーション コマンドを入力するときに、前述のアドレスのいずれかを指定すると、次
のメッセージが表示されます。

% Only unicast addresses can be configured to be dropped

% CPU destined address cannot be configured as drop address

• CPU に転送されるパケットも、サポートされません。

• ユニキャスト MAC アドレスをスタティック アドレスとして追加して、ユニキャスト MAC ア
ドレス フィルタリングを設定する場合、スイッチは最後に入力されたコマンドに応じて、MAC
アドレスをスタティック アドレスとして追加するか、または MAC アドレスを持つパケットを
廃棄します。2 番めに入力したコマンドは、最初のコマンドを上書きします。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 mac address-table static mac-addr 
vlan vlan-id interface interface-id 

MAC アドレス テーブルにスタティック アドレスを追加します。

• mac-addr には、アドレス テーブルに追加する宛先 MAC ユニ
キャスト アドレスを指定します。指定した VLAN が、この宛
先アドレスを持つパケットを受信すると、指定したインター

フェイスへ転送します。

• vlan-idには、指定した MAC アドレスを持つパケットを受信す
る VLAN を指定します。有効な VLAN ID は、1 ～ 4094 です。

• interface-id には、受信したパケットの転送先となるインター

フェイスを指定します。有効なインターフェイスは、物理ポー

トまたはポート チャネルなどです。スタティック マルチキャ
スト アドレスには、複数のインターフェイス ID を入力できま
す。スタティック ユニキャスト アドレスには、一度に 1 つの
インターフェイスのみを入力できます。ただし、MAC アドレ
スおよび VLAN ID が同じ場合、コマンドを複数回、入力でき
ます。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show mac address-table static 設定を確認します。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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たとえば、mac address-table static mac-addr vlan vlan-id interface interface-id グローバル コン
フィギュレーション コマンドを入力して、続いてmac address-table static mac-addr vlan vlan-id
dropコマンドを入力する場合、スイッチは、特定の送信元または宛先 MAC アドレスを持つパ
ケットを廃棄します。

また、mac address-table static mac-addr vlan vlan-id drop グローバル コンフィギュレーション
コマンドを入力して、続いて mac address-table static mac-addr vlan vlan-id interface interface-id
コマンドを入力する場合には、スイッチは、MAC アドレスをスタティック アドレスとして追
加します。

送信元または宛先ユニキャスト MAC アドレスおよび受信先の VLAN を指定することにより、ユニ
キャスト MAC アドレス フィルタリングをイネーブルにして、スイッチが特定のアドレスを持つパ
ケットを廃棄するように設定します。

スイッチが送信元または宛先ユニキャスト スタティック アドレスを廃棄するよう設定するには、
イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

ユニキャスト MAC アドレス フィルタリングをディセーブルにするには、no mac address-table static
mac-addr vlan vlan-idグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

次に、ユニキャスト MAC アドレス フィルタリングをイネーブルにして、スイッチが c2f3.220a.12f4
の送信元または宛先アドレスを持つパケットを廃棄するように設定する例を示します。この MAC
アドレスを送信元または宛先として持つ VLAN 4 で受信されたパケットは、廃棄されます。

Switch(config)# mac address-table static c2f3.220a.12f4 vlan 4 drop

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 mac address-table static mac-addr 
vlan vlan-id drop

ユニキャスト MAC アドレス フィルタリングをイネーブルにして、
スイッチが特定の送信元または宛先ユニキャスト スタティック ア
ドレスを持つパケットを廃棄するように設定します。

• mac-addrには、送信元または宛先ユニキャスト MAC アドレス
を指定します。この MAC アドレスを持つパケットは廃棄され
ます。

• vlan-idには、指定した MAC アドレスを持つパケットを受信す
る VLAN を指定します。有効な VLAN ID は、1 ～ 4094 です。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show mac address-table static 設定を確認します。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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アドレス テーブル エントリの表示
表 7-4に示す 1 つまたは複数のイネーブル EXEC コマンドを使用すると、MAC アドレス テーブル
を表示できます。

ARP テーブルの管理
デバイスと通信するには（たとえば、イーサネットを介して）、ソフトウェアは最初に、そのデバ

イスの 48 ビット MAC アドレスまたはローカル データ リンク アドレスを学習する必要がありま
す。IP アドレスからローカル データ リンク アドレスを学習するプロセスを、「アドレス解決」と
いいます。

Address Resolution Protocol（ARP）は、ホスト IP アドレスを、対応する MAC アドレスと VLAN ID
に関連付けます。ARP は、IP アドレスを使用してそれに関連付けられた MAC アドレスを検索しま
す。MAC アドレスが見つかると、それ以降迅速に検索できるように、IP-MAC アドレス アソシエー
ションが ARP キャッシュに格納されます。その後、IP データグラムはリンク層フレームにカプセ
ル化され、ネットワークを通じて送信されます。イーサネット以外の IEEE 802 ネットワークにお
ける IP データグラムのカプセル化、および ARP 要求や応答については、Subnetwork Access Protocol
（SNAP）で規定されています。IP インターフェイスでは、標準イーサネット形式の ARP カプセル
化（arpaキーワードで表される）がデフォルトでイネーブルに設定されています。

手動でテーブルに追加された ARP エントリは、期限切れにならないため、手動で削除する必要が
あります。

CLI の手順については、Cisco.com で Cisco IOS Release 12.2 のマニュアルを参照してください。

表 7-4 MAC アドレス テーブル表示用のコマンド

コマンド 説明

show ip igmp snooping groups すべての VLAN または指定された VLAN に対するレイヤ 2 マルチキャスト エント
リを表示します。

show mac address-table address 指定された MAC アドレスに対する MAC アドレス テーブル情報を表示します。

show mac-address-table aging-time すべての VLAN または指定された VLAN のエージング タイムを表示します。

show mac address-table count すべての VLAN または指定された VLAN に存在するアドレスの数を表示します。

show mac address-table dynamic ダイナミック MAC アドレス テーブル エントリのみを表示します。

show mac address-table interface 指定されたインターフェイスに対する MAC アドレス テーブル情報を表示します。

show mac address-table notification MAC 通知パラメータとヒストリ テーブルを表示します。

show mac address-table static スタティック MAC アドレス テーブル エントリのみを表示します。

show mac address-table vlan 指定された VLAN に対する MAC アドレス テーブル情報を表示します。
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8

SDM テンプレートの設定

この章では、Catalyst 3750スイッチで Switch Database Management（SDM）テンプレートを設定する
方法について説明します。特に明記しないかぎり、スイッチ という用語はスタンドアロン スイッ
チおよびスイッチ スタックを意味します。

（注） この章で使用されるコマンドの構文および使用方法の詳細については、このリリースのコマンド リ
ファレンスを参照してください。

この章で説明する内容は、次のとおりです。

• SDM テンプレートの概要（p.8-2）

• スイッチ SDM テンプレートの設定（p.8-6）

• SDM テンプレートの表示（p.8-9）
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SDM テンプレートの概要
ネットワークでのスイッチの使用状況に応じて、SDM テンプレートを使用して、特定の機能に対
するサポートを最適化するようにスイッチのシステム リソースを設定できます。リソースの均衡化
のためのデフォルト テンプレートの使用、および ACL の利用率を最大化するためのアクセス テン
プレートの使用など、一部の機能に対するシステムの利用率を最大化するためにテンプレートを選

択できます。

さまざまな用途に Ternary CAM（TCAM）リソースを割り当てるために、スイッチ SDM テンプレー
トでシステム リソースに優先順位を付けて、特定の機能のサポートを最適化します。IP バージョ
ン 4（IPv4）の SDM テンプレートを選択すると、次に示す機能を最適化することができます。

• ルーティング ― ルーティング テンプレートは、通常、ネットワークの中心にあるルータまた
はアグリゲータで必要となります。ユニキャスト ルーティングへのシステム リソースを最大
化します。

• VLAN（仮想 LAN） ― VLAN テンプレートは、ルーティングをディセーブルにし、最大数のユ
ニキャスト MAC（メディア アクセス制御）アドレスをサポートします。通常は、レイヤ 2 ス
イッチ用に選択されます。

• デフォルト ― デフォルト テンプレートは、すべての機能に対してリソースを均衡化します。

• アクセス ― アクセス テンプレートは、大量の Access Control List（ACL; アクセス制御リスト）
を収容するために、ACL 用のシステム リソースを最大化します。

各テンプレートには 2 つのバージョンがあります。デスクトップ テンプレートとアグリゲータ テ
ンプレートです。Catalyst 3750-12S スイッチは、アグリゲータ テンプレートの、より大きなサイズ
の TCAM を使用することも、標準のデスクトップ テンプレートを使用することもできます。他の
すべての Catalyst 3750 スイッチは、デスクトップ テンプレートのみをサポートしています。アグリ
ゲータ スイッチで desktopキーワードを入力しなかった場合は、アグリゲータ テンプレートが選択
されます。

表 8-1は、デスクトップ スイッチまたはアグリゲータ スイッチの 3 つのテンプレートそれぞれがサ
ポートしている各リソースの概数を示しています。

表の最初の 8 行（ユニキャスト MAC アドレスからセキュリティ Access Control Entry ［ACE; アク
セス制御エントリ］まで）は、各テンプレートが選択されたときに設定されるハードウェアのおお

よその限度を表します。ハードウェア リソースのある部分がいっぱいの場合は、処理のオーバーフ
ローはすべて CPU に送られ、スイッチのパフォーマンスに重大な影響が出ます。最後の行は、ス
イッチのレイヤ 2 VLAN の数に関連するハードウェア リソース消費量を計算するための目安です。

表 8-1 各テンプレートが許容する機能リソースの概数

リソース

デスクトップ テンプレート アグリゲータ テンプレート

アクセス
デ フ ォ
ルト値

ルーティ
ング VLAN アクセス

デ フ ォ
ルト値

ルーティ
ング VLAN

ユニキャスト MAC アドレス 4 K 6 K 3 K 12 K 6 K 6 K 6 K 12 K

IGMP グループとマルチキャスト ルート 1 K 1 K 1 K 1 K 1 K 1 K 1 K 1 K

ユニキャスト ルート 6 K 8 K 11 K 0 12 K 12 K 20 K 0

• 直接接続されたホスト 4 K 6 K 3 K 0 6 K 6 K 6 K 0

• 間接ルート 2 K 2 K 8 K 0 6 K 6 K 14 K 0

ポリシーベースのルーティング ACE 512 0 512 0 512 0 512 0

QoS 分類 ACE 512 512 512 512 896 896 512 896

セキュリティ ACE 2 K 1 K 1 K 1 K 4 K 1 K 1 K 1 K

レイヤ 2 VLAN 1 K 1 K 1 K 1 K 1 K 1 K 1 K 1 K
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デュアル IPv4/IPv6 SDM テンプレート
スイッチ スタックが拡張 IP サービス イメージを実行している場合、IP バージョン 6（IPv6）をサ
ポートする SDM テンプレートを選択できます。IPv6 および IPv6 ルーティングの設定方法の詳細に
ついては、第 36 章「IPv6 ユニキャスト ルーティングの設定」を参照してください。

このソフトウェア リリースでは、IPv6 マルチキャスト ルーティングおよび QoS がサポートされま
せん。このリリースは IPv6 マルチキャスト リスナー ディスカバリ（MLD）スヌーピングをサポー
トします。

このソフトウェア リリースは IPv4 トラフィックと IPv6 トラフィックを処理する場合は、
Policy-Based Routing（PBR; ポリシーベース ルーティング）をサポートしません。

（注） dual-ipv4-and-ipv6オプションはすべてのスイッチのコマンドライン ヘルプ ストリングに表示され
ますが、サポートされているのは拡張 IP サービス イメージでのみです。

デュアル デスクトップおよびアグリゲータ IPv4/IPv6 テンプレート使用することにより、（IPv4 と
IPv6 の両方をサポートする）デュアル スタック環境でスイッチを使用できるようになります。デュ
アル スタック テンプレートを使用すると、リソースごとに許可される TCAM の容量が減ります。

IPv4 トラフィックのみを転送する場合は、デュアル スタック テンプレートを使用しないでくださ
い。

次の SDM テンプレートは、IPv4 および IPv6 環境をサポートします。

• デスクトップ デュアル IPv4/IPv6 デフォルト テンプレート ― デスクトップ スイッチ（Catalyst
3750-12S を除くすべての Catalyst 3750 スイッチ）上で、IPv4 のレイヤ 2、マルチキャスト、ルー
ティング、QoS、ACL、および IPv6 のレイヤ 2 とルーティングをサポートします。

• デスクトップ デュアル IPv4/IPv6 VLAN テンプレート ― デスクトップ スイッチ上で IPv4 の基
本レイヤ 2、マルチキャスト、QoS、ACL、および IPv6 の基本レイヤ 2 をサポートします。

• アグリゲータ デュアル IPv4/IPv6 デフォルト テンプレート ― Catalyst 3750-12S アグリゲータ ス
イッチ上で IPv4 のレイヤ 2、マルチキャスト、ルーティング、QoS、ACL、および IPv6 のレイ
ヤ 2 とルーティングをサポートします。

• アグリゲータ デュアル IPv4/IPv6 VLAN テンプレート ― Catalyst 3750-12S スイッチ上で IPv4 の
基本レイヤ 2、マルチキャスト、QoS、ACL、および IPv6 の基本レイヤ 2 をサポートします。

（注） IPv4 ルートで必要な TCAM エントリは 1 つだけです。IPv6 で使用されるハードウェア圧縮方式に
より、IPv6 ルートは複数の TCAM エントリを取得でき、ハードウェアで転送されるエントリの数
を減らすことができます。たとえば、IPv6 の直接接続 IP アドレスの場合、デスクトップ テンプ
レートでは 2000 エントリ未満になる可能性があります。

表 8-2に、各新規テンプレートに割り当てられる機能リソースの概数を示します。テンプレートの
概算は、8 つのルーテッド インターフェイスがあり約 1000 の VLAN があるスイッチに基づいてい
ます。
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SDM テンプレートとスイッチ スタック
すべてのスタック メンバーは、スタック マスターに格納されているものと同じ SDM デスクトップ
またはアグリゲータ テンプレートを使用します。新たなスイッチがスタックに追加されると、ス
イッチのコンフィギュレーション ファイルや VLAN データベース ファイルと同様に、スタック マ
スターに格納された SDM コンフィギュレーション ファイルによって、個々のスイッチに設定され
ているテンプレートが上書きされます。スタッキングの詳細については、第 5 章「スイッチ スタッ
クの管理」を参照してください。

（注） スタック全体で機能するように IPv6 ルーティング用のデュアル スタック テンプレートを選択する
には、スタック内のすべてのスイッチで拡張 IP サービス イメージを実行している必要があります。

スタック マスターがデスクトップ スイッチで、アグリゲータ テンプレートを稼働する Catalyst
3750-12S がスタック メンバーとして追加された場合、スタックはスタック マスター上で選択され
たデスクトップ テンプレートを使用して動作します。この結果、Catalyst 3750-12S 上の TCAM エン
トリの数がデスクトップ テンプレート サイズを超えた場合には、Catalyst 3750-12S 上の設定は失わ
れてしまいます。

スタック マスターがアグリゲータ テンプレートを使用する Catalyst 3750-12S スイッチで、新たな
スタック メンバーが Catalyst 3750-12S ではない場合は、スタック メンバーはスタック マスター上
で稼働するテンプレートをサポートできません。スタックへの参加を試みるスイッチは SDM 不一
致モードとなり、スタック マスターは SDM テンプレートの変更は行いません。さらに、スイッチ
は正常に機能するスタックのメンバーになることはできません。

表 8-2 デュアル IPv4/IPv6 テンプレートが許容する機能リソースの概数

リソース

デスクトップ 
IPv4/IPv6 
デフォルト

デスクトップ 
IPv4/IPv6 VLAN

アグリゲータ 
IPv4/IPv6 
デフォルト

アグリゲータ 
IPv4/IPv6 VLAN

ユニキャスト MAC アドレス 2 K 8 K 2 K 8 K

IPv4 IGMP グループとマルチキャスト ルート 1 K 1 K 2 K 0

IPv4 ユニキャスト ルートの合計 3 K 0 3 K 0

• 直接接続された IPv4 ホスト 2 K 0 2 K 0

• 間接 IPv4 ルート 1 K 0 1 K 1 K

IPv6 マルチキャスト グループ 1 K 1 K 1 K 1 K

IPv6 ユニキャスト ルートの合計 3 K 0 3 K 0

• 直接接続された IPv6 アドレス 2 K 0 2 K 0

• 間接 IPv6 ユニキャスト ルート 1 K 0 1 K 0

IPv4 ポリシーベースのルーティング ACE 0 0 0 0

IPv4 または MAC QoS ACE（合計） 512 512 876 876

IPv4 または MAC セキュリティ ACE（合計） 1 K 1 K 512 1 K

IPv6 ポリシーベースのルーティング ACE 0 0 0 0

IPv6 QoS ACE 510 510 876 876

IPv6 セキュリティ ACE 510 510 876 876
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show switch イネーブル EXEC コマンドを使用すると、スタック メンバーが SDM 不一致モードに
なっているかどうかを確認できます。この例は、SDM 不一致が存在するときの show switchイネー
ブル EXEC コマンドの出力を示しています。

Switch# show switch 
                                               Current 
Switch#  Role      Mac Address     Priority     State 
------------------------------------------------------------ 
*2       Master    000a.fdfd.0100     5         Ready               

4       Member     0003.fd63.9c00     5         SDM Mismatch

スタック マスターが Catalyst 3750-12S の場合、テンプレートを変更すると次の結果を引き起こすこ
とがあります。

• テンプレートをアグリゲータ テンプレートからデスクトップ テンプレートへ変更し、スイッ
チをリロードすると、スタック全体が、選択されたデスクトップ テンプレートを使用して動作
します。このため、TCAM エントリの数がデスクトップ テンプレートのサイズを超えた場合に
は、設定が失われることがあります。

• テンプレートをデスクトップ テンプレートからアグリゲータ テンプレートに変更し、スイッ
チをリロードした場合、スタックに属していたデスクトップ スイッチは SDM 不一致モードに
なります。これが生じた場合は、スタック メンバーが SDM 不一致モードになったことを通知
し、そのスイッチを不一致モードから脱却させるための手順を示した Syslog メッセージがス
タック マスターに送信されます。

次は、スタック マスターにスタック メンバーが SDM 不一致モードであることを通知する Syslog
メッセージの一例です。

2d23h:%STACKMGR-6-SWITCH_ADDED_SDM:Switch 2 has been ADDED to the stack (SDM_MISMATCH)

2d23h:%SDM-6-MISMATCH_ADVISE:
2d23h:%SDM-6-MISMATCH_ADVISE:
2d23h:%SDM-6-MISMATCH_ADVISE:System (#2) is incompatible with the SDM 
2d23h:%SDM-6-MISMATCH_ADVISE:template currently running on the stack and 
2d23h:%SDM-6-MISMATCH_ADVISE:will not function unless the stack is 
2d23h:%SDM-6-MISMATCH_ADVISE:downgraded.  Issuing the following commands 
2d23h:%SDM-6-MISMATCH_ADVISE:will downgrade the stack to use a smaller 
2d23h:%SDM-6-MISMATCH_ADVISE:compatible desktop SDM template:
2d23h:%SDM-6-MISMATCH_ADVISE:
2d23h:%SDM-6-MISMATCH_ADVISE:    "sdm prefer vlan desktop" 
2d23h:%SDM-6-MISMATCH_ADVISE:    "reload"
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スイッチ SDM テンプレートの設定
ここでは、次の設定について説明します。

• デフォルトの SDM テンプレート（p.8-6）

• SDM テンプレートの設定時の注意事項（p.8-6）

• SDM テンプレートの設定（p.8-7）

デフォルトの SDM テンプレート
デスクトップ スイッチのデフォルト テンプレートは、デフォルト デスクトップ テンプレートです。
Catalyst 3750-12S のデフォルトのテンプレートは、デフォルト アグリゲータ テンプレートです。

SDM テンプレートの設定時の注意事項
SDM テンプレートを選択して設定する場合は、次の注意事項に従ってください。

• 設定を有効にするには、スイッチをリロードする必要があります。

• ルーティングをサポートしていないレイヤ 2 スイッチング専用スイッチ上でのみ、sdm prefer
vlan [desktop]グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用してください。VLAN テン
プレートを使用している場合は、ルーティング エントリ用のシステム リソースは予約されな
いため、ルーティングはソフトウェアを通じて実行されます。これにより、CPU は過負荷とな
り、ルーティング パフォーマンスは大幅に低下します。

• スイッチでのルーティングをイネーブルにしない場合は、ルーティング テンプレートを使用し
ないでください。sdm prefer routing [desktop]グローバル コンフィギュレーション コマンドを
使用すると、他の機能がルーティング テンプレート内のユニキャスト ルーティングに割り振
られたメモリを使用するのを防ぐことができます。

• デュアル IPv4/IPv6 テンプレートを最初に選択せずに IPv6 を設定しようとすると、警告メッ
セージが生成されます。

• デュアル スタック テンプレートを使用すると、各リソースに割り当てられる TCAM の容量が
減るので、IPv4 トラフィックのみを転送する場合はこのテンプレートを使用しないでくださ
い。
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SDM テンプレートの設定
SDM テンプレートを使用して機能動作を最適にサポートするには、イネーブル EXEC モードで次
の手順を実行します。

システムの再起動後、show sdm prefer イネーブル EXEC コマンドを使用して、新しいテンプレー
ト設定を確認できます。show sdm prefer コマンドを入力してから、reload イネーブル EXEC コマ
ンドを入力すると、show sdm prefer コマンドが現在使用中のテンプレートとリロード後にアクティ
ブになるテンプレートを表示します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 sdm prefer {access | default | 
dual-ipv4-and-ipv6 {default | vlan} | 
routing | vlan} [desktop]

スイッチで使用する SDM テンプレートを指定します。

キーワードの意味は次のとおりです。

• access ― ACL 用のシステム リソースを最大化します。

• default ― すべての機能に対してリソースを均衡化します。
desktopキーワードを使用してデフォルト デスクトップ テンプ
レートが設定されている Catalyst 3750-12S スイッチ上でのみ表
示されます（no sdm preferコマンドを使用して、デスクトップ
スイッチをデフォルト デスクトップ テンプレートに設定する
か、アグリゲータ スイッチをデフォルト アグリゲータ テンプ
レートに設定できます）。

• dual-ipv4-and-ipv6 ― IPv4 および IPv6 ルーティングの両方をサ
ポートするテンプレートを選択します（このオプションはすべ

てのスイッチで表示されますが、スタック スイッチが拡張 IP
サービス イメージを実行している場合のみサポートされま
す）。

－ default ― IPv4 と IPv6 レイヤ 2 およびレイヤ 3 機能でリ
ソースを均衡化します。

－ vlan ― IPv4 および IPv6 VLAN で最大限リソースを使用し
ます。

• routing ― スイッチでのルーティングを最大化します。

• vlan ― ハードウェアでのルーティングをサポートしないス
イッチでの VLAN 設定を最大にします。

• desktop ― Catalyst 3750-12S スイッチ上でのみサポートされま
す。スイッチを、デフォルト、ルーティング、VLAN デスク
トップのいずれかのテンプレートに設定します。

デフォルト テンプレートは、システム リソースの使用を均衡化し
ます。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 reload オペレーティング システムをリロードします。
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次は、テンプレートを変更後にスイッチをリロードしなかった場合の出力表示の一例です。

Switch# show sdm prefer 
 The current template is "desktop routing" template. 
 The selected template optimizes the resources in 
 the switch to support this level of features for 
 8 routed interfaces and 1024 VLANs. 

  number of unicast mac addresses:            3K 
  number of igmp groups + multicast routes:   1K 
  number of unicast routes:                   11K 
    number of directly connected hosts:       3K 
    number of indirect routes:                8K 
  number of qos aces:                         512 
 number of security aces:                    1K 
  
 On next reload, template will be "aggregate routing" template.

デフォルトのテンプレートに戻すには、no sdm preferグローバル コンフィギュレーション コマン
ドを使用します。

次の例は、スイッチにルーティング テンプレート（デスクトップ スイッチの場合はデスクトップ
ルーティング テンプレート、Catalyst 3750-12S の場合はアグリゲータ ルーティング テンプレート）
を設定する方法を示しています。

Switch(config)# sdm prefer routing
Switch(config)# end
Switch# reload
Proceed with reload? [confirm]

次の例は、Catalyst 3750-12S スイッチのデスクトップ ルーティング テンプレートを設定する方法を
示しています。

Switch(config)# sdm prefer routing desktop
Switch(config)# end
Switch# reload
Proceed with reload? [confirm]

次の例は、デスクトップ スイッチの IPv4 および IPv6 デフォルト テンプレートを設定する方法を示
しています。

Switch(config)# sdm prefer dual-ipv4-and-ipv6 default
Switch(config)# exit
Switch# reload
Proceed with reload? [confirm]
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SDM テンプレートの表示
パラメータを指定せずに show sdm preferイネーブル EXEC コマンドを使用すると、アクティブ テ
ンプレートが表示されます。

指定のテンプレートがサポートしているリソース数を表示するには、show sdm prefer [access |
default | dual-ipv4-and-ipv6 {default | vlan} |routing | vlan [desktop]] イネーブル EXEC コマンドを使
用します。

（注） desktopキーワードは、Catalyst 3750-12S アグリゲータ スイッチでのみ使用できます。

次は、使用中のテンプレートを表示する show sdm preferコマンドの出力例です。

Switch# show sdm prefer
 The current template is "desktop default" template.
 The selected template optimizes the resources in
 the switch to support this level of features for
 8 routed interfaces and 1024 VLANs.

  number of unicast mac addresses:             6K
  number of igmp groups + multicast routes:    1K
  number of unicast routes:                    8K
    number of directly connected hosts:        6K
    number of indirect routes:                 2K
  number of policy based routing aces:         0
  number of qos aces:                          512
  number of security aces:                     1K

次は、アグリゲータ スイッチに入力された show sdm prefer routingコマンドの出力例です。

Switch# show sdm prefer routing
"aggregate routing" template:
 The selected template optimizes the resources in
 the switch to support this level of features for
 8 routed interfaces and 1024 VLANs.

  number of unicast mac addresses:             6K
  number of igmp groups + multicast routes:    1K
  number of unicast routes:                    20K
    number of directly connected hosts:        6K
    number of indirect routes:                 14K
  number of policy based routing aces:         512
  number of qos aces:                          512
  number of security aces:                     1K

次は、デスクトップ スイッチに入力された show sdm prefer routingコマンドの出力例です。

Switch# show sdm prefer routing
"desktop routing" template:
 The selected template optimizes the resources in
 the switch to support this level of features for
 8 routed interfaces and 1024 VLANs.

  number of unicast mac addresses:             3K
  number of igmp groups + multicast routes:    1K
  number of unicast routes:                    11K
    number of directly connected hosts:        3K
    number of indirect routes:                 8K
  number of policy based routing aces:         512
  number of qos aces:                          512
  number of security aces:                     1K
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次は、デスクトップ スイッチに入力された show sdm prefer dual-ipv4-and-ipv6 defaultコマンドの
出力例です。

Switch# show sdm prefer dual-ipv4-and-ipv6 default
 “desktop IPv4 and IPv6 default” template:
 The selected template optimizes the resources in
 the switch to support this level of features for
 8 routed interfaces and 1024 VLANs.

  number of unicast mac addresses:                  2K
  number of IPv4 IGMP groups + multicast routes:    1K
  number of IPv4 unicast routes:                    3K
    number of directly-connected IPv4 hosts:        2K
    number of indirect IPv4 routes:                 1K
  number of IPv6 multicast groups:                  1K
  number of directly-connected IPv6 addresses:      2K
  number of indirect IPv6 unicast routes:           1K
  number of IPv4 policy based routing aces:         0
  number of IPv4/MAC qos aces:                      512
  number of IPv4/MAC security aces:                 1K
  number of IPv6 policy based routing aces:         0
  number of IPv6 qos aces:                          510
umber of IPv6 security aces:                     510
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9

スイッチベースの認証の設定

この章では、Catalyst 3750 スイッチでスイッチベースの認証を設定する方法について説明します。
特に明記しないかぎり、スイッチという用語はスタンドアロン スイッチおよびスイッチ スタック
を意味します。

この章で説明する内容は、次のとおりです。

• スイッチへの不正アクセスの防止（p.9-2）

• イネーブル EXEC コマンドへのアクセスの保護（p.9-3）

• TACACS+ によるスイッチ アクセスの制御（p.9-11）

• RADIUS によるスイッチ アクセスの制御（p.9-19）

• Kerberos によるスイッチ アクセスの制御（p.9-33）

• スイッチのローカル認証および許可の設定（p.9-38）

• SSH のためのスイッチの設定（p.9-39）

• スイッチの SSL HTTP の設定（p.9-44）

• SCP のためのスイッチ設定（p.9-51）
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スイッチへの不正アクセスの防止

不正ユーザによる、スイッチの再設定や設定情報の閲覧を防止できます。一般的には、ネットワー

ク管理者からスイッチへのアクセスを許可する一方、非同期ポートを用いてネットワーク外からダ

イヤルアップ接続するユーザや、シリアル ポートを通じてネットワーク外から接続するユーザ、ま
たはローカル ネットワーク内の端末またはワークステーションから接続するユーザからのアクセ
スを制限します。

スイッチへの不正アクセスを防止するには、次のセキュリティ機能を 1 つまたは複数設定します。

• 最低限のセキュリティとして、各スイッチ ポートでパスワードおよび権限を設定します。この
パスワードは、スイッチでローカルに保存されます。ユーザがポートまたは回線を通じてス

イッチにアクセスしようとするときは、ポートまたは回線に指定されたパスワードを入力して

からでなければ、スイッチにアクセスできません。詳細については、「イネーブル EXEC コマ
ンドへのアクセスの保護」（p.9-3）を参照してください。

• 追加のセキュリティ レイヤとして、ユーザ名とパスワードをペアで設定できます。このペアは
スイッチでローカルに保存されます。このペアは回線またはポートに割り当てられ、各ユーザ

を認証します。ユーザは認証後、スイッチにアクセスできます。権限レベルを定義している場

合は、ユーザ名とパスワードの各ペアに特定の権限レベル（対応する権利および権限付き）を

割り当てることもできます。詳細については、「ユーザ名とパスワードのペアの設定」（p.9-8）
を参照してください。

• ユーザ名とパスワードのペアを使用したいが、そのペアをローカルではなく中央のサーバに保

存したい場合は、セキュリティ サーバ上のデータベースに保存できます。これにより、複数の
ネットワーク デバイスが同じデータベースを使用してユーザ認証情報を（必要に応じて許可情
報も）得ることができます。詳細については、「TACACS+ によるスイッチ アクセスの制御」
（p.9-11）を参照してください。
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イネーブル EXEC コマンドへのアクセスの保護
ネットワークで端末のアクセス制御を行う簡単な方法は、パスワードを使用して権限レベルを割り

当てることです。パスワード保護によって、ネットワークまたはネットワーク デバイスへのアクセ
スが制限されます。権限レベルによって、ネットワーク デバイスにログオン後、ユーザがどのよう
なコマンドを入力できるかが定義されます。

（注） ここで説明するコマンドの構文および使用方法の詳細については、『Cisco IOS Security Command 
Reference』 Release 12.2 を参照してください。

ここでは、次の設定について説明します。

• デフォルトのパスワードおよび権限レベル設定（p.9-3）

• スタティック イネーブル パスワードの設定または変更（p.9-3）

• 暗号化によるイネーブルおよびイネーブル シークレット パスワードの保護（p.9-4）

• パスワード回復のディセーブル化（p.9-6）

• 端末回線に対する Telnet パスワードの設定（p.9-7）

• ユーザ名とパスワードのペアの設定（p.9-8）

• 複数の権限レベルの設定（p.9-8）

デフォルトのパスワードおよび権限レベル設定

表 9-1に、デフォルトのパスワードおよび権限レベル設定を示します。

スタティック イネーブル パスワードの設定または変更
イネーブル パスワードは、イネーブル EXEC モードへのアクセスを制御します。スタティック イ
ネーブル パスワードを設定または変更するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行しま
す。

表 9-1 デフォルトのパスワードおよび権限レベル

機能 デフォルト設定

イネーブル パスワードおよび権限レベル パスワードは定義されていません。デフォルトはレベル 15 です（イネー
ブル EXEC レベル）。パスワードは、コンフィギュレーション ファイル
内では暗号化されていない状態です。

イネーブル シークレット パスワードおよび
権限レベル

パスワードは定義されていません。デフォルトはレベル 15 です（イネー
ブル EXEC レベル）。パスワードは、暗号化されてからコンフィギュレー
ション ファイルに書き込まれます。

回線パスワード パスワードは定義されていません。
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パスワードを削除するには、no enable passwordグローバル コンフィギュレーション コマンドを使
用します。

次に、イネーブル パスワードを l1u2c3k4y5に変更する例を示します。パスワードは暗号化されてお
らず、レベル 15 のアクセスが与えられます（従来のイネーブル EXEC モード アクセス）。

Switch(config)# enable password l1u2c3k4y5

暗号化によるイネーブルおよびイネーブル シークレット パスワードの保護
追加のセキュリティ レイヤを、ネットワークを越えるパスワードや Trivial File Transfer Protocol
（TFTP; 簡易ファイル転送プロトコル）サーバに保存されているパスワードに対して特に設定する
場合には、enable passwordまたは enable secretグローバル コンフィギュレーション コマンドを使
用できます。両コマンドはともに同じ働きをします。このコマンドにより、暗号化されたパスワー

ドを設定できます。イネーブル EXEC モード（デフォルト設定）または特定の権限レベルにアクセ
スするには、このパスワードを入力する必要があります。

より高度な暗号化アルゴリズムを使用しているので、enable secretコマンドを使用することを推奨
します。

enable secretコマンドは enable passwordコマンドに優先します。2 つのコマンドが同時に有効にな
ることはありません。

イネーブルおよびイネーブル シークレット パスワードに暗号化を設定するには、イネーブル EXEC
モードで次の手順を実行します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 enable password password イネーブル EXEC モードのアクセス用に新しいパスワードを定義
するか、既存のパスワードを変更します。

デフォルトでは、パスワードは定義されていません。

passwordには、1 ～ 25 文字の英数字のストリングを指定します。ス
トリングは数字で始めることはできません。大文字と小文字が区別

され、スペースを使用できますが、先行スペースは無視されます。

疑問符（?）は、パスワードを作成する場合に、疑問符の前にキー
の組み合わせ Ctrl-v を入力すれば使用できます。たとえば、パス
ワード abc?123 を作成するときは、次のようにします。

abcを入力します。

Ctrl-vを入力します。

?123を入力します。

システムからイネーブル パスワードを入力するよう求められた場
合、疑問符の前に Ctrl-v を入力する必要はなく、パスワードのプロ
ンプトにそのまま abc?123 と入力できます。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show running-config 設定を確認します。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

イネーブル パスワードは暗号化されず、スイッチのコンフィギュ
レーション ファイル内では読み取ることができる状態です。
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イネーブル パスワードおよびイネーブル シークレット パスワードの両方が定義されている場合、
ユーザはイネーブル シークレット パスワードを入力する必要があります。

特定の権限レベルのパスワードを定義するには、levelキーワードを使用します。レベルを指定して
パスワードを設定したら、そのレベルでアクセスする必要のあるユーザだけにそのパスワードを渡

してください。さまざまなレベルでアクセス可能なコマンドを指定する場合は、privilege level グ
ローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。詳細については、「複数の権限レベルの
設定」（p.9-8）を参照してください。

パスワードの暗号化をイネーブルにすると、ユーザ名パスワード、認証鍵パスワード、イネーブル

コマンド パスワード、コンソールおよび仮想端末回線パスワードなど、すべてのパスワードに適用
されます。

パスワードとレベルを削除するには、no enable password [level level] または no enable secret [level
level] グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。パスワードの暗号化をディセー
ブルにするには、no service password-encryptionグローバル コンフィギュレーション コマンドを使
用します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 enable password [level level] {password 
| encryption-type encrypted-password}

または

enable secret [level level] {password | 
encryption-type encrypted-password}

イネーブル EXEC モードのアクセス用に新しいパスワードを定義
するか、既存のパスワードを変更します。

または

シークレット パスワードを定義し、非可逆暗号方式を使用して保存
します。

• （任意）levelに指定できる範囲は 0 ～ 15 です。レベル 1 が通常
のユーザ EXEC モード権限です。デフォルト レベルは 15 です
（イネーブル EXEC モード権限）。

• password には、1 ～ 25 文字の英数字のストリングを指定しま
す。ストリングは数字で始めることはできません。大文字と小

文字が区別され、スペースを使用できますが、先行スペースは

無視されます。デフォルトでは、パスワードは定義されていま

せん。

• （任意）encryption-typeには、シスコ独自の暗号化アルゴリズム
であるタイプ 5 しか利用できません。暗号化タイプを指定する
場合は、暗号化されたパスワードを使用する必要があります。

この暗号化パスワードは、別のスイッチ コンフィギュレーショ
ンからコピーしたものです。

（注） 暗号化タイプを指定してクリア テキスト パスワードを入
力した場合は、再度イネーブル EXEC モードを開始するこ
とはできません。暗号化されたパスワードが失われた場合
は、どのような方法でも回復できません。

ステップ 3 service password-encryption （任意）パスワードを定義するとき、またはコンフィギュレーショ

ンを保存するときに、パスワードを暗号化します。

暗号化によって、コンフィギュレーション ファイルのパスワードが
読み取り不能になります。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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権限レベル 2 に対して暗号化パスワード $1$FaD0$Xyti5Rkls3LoyxzS8を設定する例を示します。

Switch(config)# enable secret level 2 5 $1$FaD0$Xyti5Rkls3LoyxzS8

パスワード回復のディセーブル化

デフォルトでは、スイッチに物理的にアクセスするすべてのエンド ユーザは、スイッチの電源投入
時にブート プロセスを中断して新しいパスワードを入力すると、失われたパスワードを回復できま
す。

パスワード回復ディセーブル機能の一部をディセーブルにすると、スイッチ パスワードへのアクセ
スを防止できます。この機能がイネーブルな場合、エンド ユーザはシステムをデフォルト設定に戻
すことに同意するだけで、ブート プロセスを中断できます。パスワード回復をディセーブル化して
も、ブート プロセスを中断してパスワードを変更できますが、コンフィギュレーション ファイル
（config.txt）および VLAN データベース ファイル（vlan.dat）は削除されます。

（注） パスワード回復をディセーブルにする場合は、エンドユーザがブート プロセスを中断してシステ
ムをデフォルト値に戻す場合に備えて、セキュア サーバ上にコンフィギュレーション ファイルの
バックアップ コピーを保存しておいてください。スイッチ上には、コンフィギュレーション ファ
イルのバックアップ コピーを保存しないでください。スイッチが VTP トランスペアレント モード
で動作している場合は、セキュア サーバ上に VLAN データベース ファイルのバックアップ コピー
も保存することを推奨します。スイッチがシステムのデフォルト設定に戻ると、Xmodem プロトコ
ルを使用して、保存したファイルをダウンロードできます。詳細については、「パスワードを忘れ

た場合の回復」（p.43-4）を参照してください。

パスワード回復をディセーブルにするには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

パスワード回復を再びイネーブルにするには、service password-recoveryグローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。

（注） boot manualグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、スイッチを手動で起動する
ように設定している場合は、パスワード回復をディセーブルにできません。このコマンドにより、

スイッチの電源再投入後に、ブート ローダ プロンプト（switch:）が表示されます。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 no service password-recovery パスワード回復をディセーブルにします。

この設定は、フラッシュ メモリのブート ローダおよび Cisco IOS イ
メージがアクセスできる領域に保存されます。ただし、ファイル シ
ステムの領域ではないのでユーザはアクセスできません。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show version コマンド出力の最後の数行を見て設定を確認します。
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端末回線に対する Telnet パスワードの設定
初めてスイッチに電源を投入すると、自動セットアップ プログラムが起動して IP 情報を割り当て、
継続して使用できるようにデフォルト設定を作成します。またセットアップ プログラムは、スイッ
チでパスワードを介した Telnet へのアクセスを設定するよう求めてきます。このとき、セットアッ
プ プログラムを使用してパスワードを設定しなかった場合は、CLI（コマンドライン インターフェ
イス）を使用して設定できます。

スイッチを Telnet アクセス用に設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

パスワードを削除するには、no passwordグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用しま
す。

Telnet パスワードを let45me67in89に設定する例を示します。

Switch(config)# line vty 10
Switch(config-line)# password let45me67in89

コマンド 説明

ステップ 1 エミュレーション ソフトウェアを備えた PC またはワークステー
ションと、スイッチのコンソール ポートを接続します。

コンソール ポートのデフォルトのデータ特性は、9600 ボー、8 デー
タ ビット、1 ストップ ビット、パリティなしです。コマンドライン
プロンプトを表示させるため、Return キーを数回押すこともありま
す。

ステップ 2 enable password password イネーブル EXEC モードを開始します。

ステップ 3 configure terminal 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。

ステップ 4 line vty 0 15 Telnet セッション（回線）の数を設定し、ライン コンフィギュレー
ション モードを開始します。

コマンド対応スイッチでは、最大 16 のセッションが可能です。0 お
よび 15 を指定することは、使用できる 16 個の Telnet セッションを
全部設定することを意味します。

ステップ 5 password password 1 つまたは複数の回線の Telnet パスワードを入力します。

passwordには、1 ～ 25 文字の英数字のストリングを指定します。ス
トリングは数字で始めることはできません。大文字と小文字が区別

され、スペースを使用できますが、先行スペースは無視されます。

デフォルトでは、パスワードは定義されていません。

ステップ 6 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 7 show running-config 設定を確認します。

コマンド line vty 0 15の下にパスワードが表示されます。

ステップ 8 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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ユーザ名とパスワードのペアの設定

ユーザ名とパスワードのペアを設定し、スイッチ上でローカルに保存します。このペアは回線また

はポートに割り当てられ、各ユーザを認証します。ユーザは認証後、スイッチにアクセスできます。

権限レベルを定義している場合は、ユーザ名とパスワードの各ペアに特定の権限レベル（対応する

権利および権限付き）を割り当てることもできます。

ユーザ名ベースの認証システムを設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行しま
す。この認証システムは、ログイン ユーザ名とパスワードを要求します。

特定ユーザのユーザ名認証をディセーブルにするには、no username nameグローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。パスワード チェックをディセーブルにし、パスワードなしで
の接続を可能にするには、no loginライン コンフィギュレーション コマンドを使用します。

複数の権限レベルの設定

Cisco IOS ソフトウェアは、デフォルトで、ユーザ EXEC とイネーブル EXEC という 2 種類のパス
ワード セキュリティ モードを備えています。各モードについて、コマンドの階層レベルを最大 16
まで設定できます。複数のパスワードを設定することにより、さまざまなユーザ グループに対して
特定のコマンドへのアクセスを許可できます。

たとえば、多くのユーザに clear line コマンドへのアクセスを許可する場合、レベル 2 のセキュリ
ティを割り当て、レベル 2 のパスワードを広範囲のユーザに配布できます。また、configureコマン
ドへのアクセスをより制限されたものにしたい場合は、レベル 3 のセキュリティを割り当て、その
パスワードを限られたユーザ グループに配布することもできます。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 username name [privilege level] 
{password encryption-type password}

各ユーザのユーザ名、権限レベル、パスワードを入力します。

• nameには、ユーザ ID を 1 ワードで指定します。スペースや引
用符は使用できません。

• （任意）level には、アクセス後ユーザに設定する権限レベルを
指定します。指定できる範囲は 0 ～ 15 です。レベル 15 ではイ
ネーブル EXEC モードでのアクセスが可能です。レベル 1 では、
ユーザ EXEC モードでのアクセスとなります。

• encryption-type には、暗号化されていないパスワードがあとに
続く場合は 0 を、暗号化されたパスワードがあとに続く場合は
7 を指定します。

• passwordには、ユーザがスイッチにアクセスする場合に入力す
る必要のあるパスワードを指定します。パスワードは 1 ～ 25 文
字で、埋め込みスペースを使用でき、username コマンドの最
後のオプションとして指定します。

ステップ 3 line console 0

または

line vty 0 15

ライン コンフィギュレーション モードを開始し、コンソール ポー
ト（回線 0）または VTY 回線（回線 0 ～ 15）を設定します。

ステップ 4 login local ログイン時のローカル パスワード チェックをイネーブルにしま
す。認証は、ステップ 2 で指定されたユーザ名に基づきます。

ステップ 5 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 show running-config 設定を確認します。

ステップ 7 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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ここでは、次の設定について説明します。

• コマンドの権限レベルの設定（p.9-9）

• 回線に対するデフォルトの権限レベルの変更（p.9-10）

• 権限レベルへのログインおよび終了（p.9-10）

コマンドの権限レベルの設定

コマンド モードの権限レベルを設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

コマンドをある権限レベルに設定すると、そのコマンドと同じ構文をサブセットとして持つコマン

ドもすべて同じレベルに設定されます。たとえば、show ip trafficコマンドをレベル 15 に設定する
と、showコマンドおよび show ipコマンドは、個々に別のレベルに設定しないかぎり、自動的にレ
ベル 15 に設定されます。

特定のコマンドについて、デフォルトの権限に戻すには、no privilege mode level level command グ
ローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

configureコマンドを権限レベル 14 に設定し、レベル 14 コマンドを使用する場合にユーザが入力す
るパスワードとして SecretPswd14を定義する例を示します。

Switch(config)# privilege exec level 14 configure
Switch(config)# enable password level 14 SecretPswd14

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 privilege mode level level command コマンドの権限レベルを設定します。

• modeには、グローバル コンフィギュレーション モードの場合
は configureを、EXEC モードの場合は execを、インターフェ
イス コンフィギュレーション モードの場合は interfaceを、ラ
イン コンフィギュレーション モードの場合は line を、それぞ
れ入力します。

• levelに指定できる範囲は 0 ～ 15 です。レベル 1 が通常のユー
ザ EXEC モード権限です。レベル 15 は、enableパスワードに
よって許可されるアクセス レベルです。

• commandには、アクセスを制限したいコマンドを指定します。

ステップ 3 enable password level level password 権限レベルのイネーブル パスワードを指定します。

• levelに指定できる範囲は 0 ～ 15 です。レベル 1 が通常のユー
ザ EXEC モード権限です。

• password には、1 ～ 25 文字の英数字のストリングを指定しま
す。ストリングは数字で始めることはできません。大文字と小

文字が区別され、スペースを使用できますが、先行スペースは

無視されます。デフォルトでは、パスワードは定義されていま

せん。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show running-config

または

show privilege

設定を確認します。

show running-config コマンドはパスワードとアクセス レベルの設
定を表示します。show previlege コマンドは、権限レベルの設定を
表示します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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回線に対するデフォルトの権限レベルの変更

回線に対するデフォルトの権限レベルを変更するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行
します。

ユーザは、回線にログインし、別の権限レベルをイネーブルに設定することにより、privilege level
ライン コンフィギュレーション コマンドで設定された権限レベルを上書きできます。また、disable
コマンドを使用すれば、権限レベルを低く設定できます。上位の権限レベルのパスワードがわかっ

ていれば、ユーザはそのパスワードを使用して上位の権限レベルをイネーブルにできます。回線の

使用を制限するには、コンソール回線に高いレベルまたは権限レベルを指定してください。

回線の権限レベルをデフォルトに戻すには、no privilege levelライン コンフィギュレーション コマ
ンドを使用します。

権限レベルへのログインおよび終了

特定の権限レベルにログインし、特定の権限レベルを終了するには、イネーブル EXEC モードで次
の手順を実行します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 line vty line アクセスを制限する仮想端末回線を選択します。

ステップ 3 privilege level level 回線のデフォルト権限レベルを変更します。

level に指定できる範囲は 0 ～ 15 です。レベル 1 が通常のユーザ
EXEC モード権限です。レベル 15 は、enable パスワードによって
許可されるアクセス レベルです。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show running-config

または

show privilege

設定を確認します。

show running-config コマンドはパスワードとアクセス レベルの設
定を表示します。show previlege コマンドは、権限レベルの設定を
表示します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明

ステップ 1 enable level 特定の権限レベルにログインします。

levelに指定できる範囲は 0 ～ 15 です。

ステップ 2 disable level 特定の権限レベルを終了します。

levelに指定できる範囲は 0 ～ 15 です。
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TACACS+ によるスイッチ アクセスの制御
ここでは、Terminal Access Controller Access Control System Plus（TACACS+）をイネーブルにして設
定する方法について説明します。TACACS+ は、詳細なアカウンティング情報を収集し、認証およ
び許可プロセスに対して柔軟な管理を行います。TACACS+ は、Authentication, Authorization,
Accounting（AAA; 認証、許可、アカウンティング）を介して機能します。TACACS+ をイネーブル
にするには AAA コマンドを使用しなければなりません。

（注） ここで説明するコマンドの構文および使用方法の詳細については、『Cisco IOS Security Command 
Reference』 Release 12.2 を参照してください。

ここでは、次の設定について説明します。

• TACACS+ の概要（p.9-11）

• TACACS+ の動作（p.9-13）

• TACACS+ の設定（p.9-13）

• TACACS+ 設定の表示（p.9-18）

TACACS+ の概要
TACACS+ は、スイッチにアクセスしようとするユーザの検証を集中的に行うセキュリティ アプリ
ケーションです。TACACS+ サービスは、通常 UNIX または Windows NT ワークステーション上で
稼働する TACACS+ デーモンのデータベースで管理されます。スイッチに TACACS+ 機能を設定す
るには、TACACS+ サーバにアクセスして設定する必要があります。

（注） スイッチ スタックと TACACS+ サーバとの間では冗長接続を確立することを推奨します。これは、
接続されているスタック メンバーがスイッチ スタックから削除された場合でも、TACACS+ サー
バがアクセス可能なまま維持されるようにする上で役立ちます。

TACACS+ は、個別のモジュール型認証、許可、およびアカウンティング機能を備えています。
TACACS+ により、単一のアクセス制御サーバ（TACACS+ デーモン）が AAA の各サービスを個別
に行うことができます。各サービスを固有のデータベースに結合し、デーモンの機能に応じてその

サーバまたはネットワークで利用できる他のサービスを利用できます。

TACACS+ の目的は、1 つの管理サービスから複数のネットワーク アクセス ポイントを管理する方
式を提供することです。スイッチは、他のシスコ製ルータやアクセス サーバとともにネットワーク
アクセス サーバにすることができます。ネットワーク アクセス サーバは、単一のユーザ、ネット
ワークまたはサブネットワーク、および相互接続されたネットワークとの接続を実現します（図 9-1
を参照）。
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図 9-1 一般的な TACACS+ ネットワーク構成

TACACS+ は、AAA セキュリティ サービスによって管理され、次のようなサービスを提供します。

• 認証 ― ログインおよびパスワード ダイアログ、チャレンジおよび応答、メッセージ サポート
によって認証の総合的な制御を行います。

認証機能は、ユーザとの対話を実行できます（たとえば、ユーザ名とパスワードが入力された

あと、自宅の住所、母親の旧姓、サービス タイプ、社会保険番号など数種類の質問をすること
によりユーザを試す）。TACACS+ 認証サービスは、ユーザ画面にメッセージを送信できます。
たとえば、会社のパスワード有効期間ポリシーに従い、パスワードの変更の必要があることを

ユーザに通知できます。

• 許可 ― オートコマンド、アクセス制御、セッション期間、プロトコル サポートの設定といっ
た、ユーザ セッション内でのユーザ機能についてきめ細かい制御を行います。また、TACACS+
許可機能によって、ユーザが実行できるコマンドを制限することもできます。

• アカウンティング ― 課金、監査、レポートに使用する情報を収集して TACACS+ デーモンに
送信します。ネットワークの管理者は、アカウンティング機能を使用して、セキュリティ監査

のためにユーザの活動状況を追跡したり、ユーザ課金用の情報を提供したりすることができま

す。アカウンティング レコードには、ユーザ ID、開始時刻および終了時刻、実行されたコマ
ンド（PPP［ポイントツーポイント プロトコル］など）、パケット数、およびバイト数が含まれ
ます。

TACACS+ プロトコルは、スイッチと TACACS+ デーモンとの間の認証を行い、スイッチと
TACACS+ デーモンとの間のプロトコル交換をすべて暗号化することにより機密保持を実現しま
す。

スイッチで TACACS+ を使用するには、TACACS+ デーモン ソフトウェアが稼働するシステムが必
要です。

10
12

30

UNIX 
TACACS+  2

UNIX 
TACACS+  1

TACACS+ 

TACACS+ 
AAA 

Catalyst 6500 

171.20.10.7



第 9章      スイッチベースの認証の設定
TACACS+ によるスイッチ アクセスの制御

9-13
Catalyst 3750 スイッチ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

78-16180-06-J

TACACS+ の動作
ユーザが、TACACS+ を使用するスイッチに簡易 ASCII ログインを試行し、認証を要求すると、次
のプロセスが発生します。

1. 接続が確立すると、スイッチは TACACS+ デーモンに接続してユーザ名プロンプトを取得し、
これがユーザに表示されます。ユーザがユーザ名を入力すると、スイッチは TACACS+ デーモ
ンに接続してパスワード プロンプトを取得します。スイッチがパスワード プロンプトを表示
し、ユーザがパスワードを入力すると、そのパスワードが TACACS+ デーモンに送信されます。

TACACS+ によって、デーモンとユーザとの間の会話が可能になり、デーモンはユーザを認証
するのに十分な情報を取得できるようになります。デーモンは、ユーザ名とパスワードの組み

合わせを入力するよう指示しますが、ユーザの母親の旧姓など、その他の項目を含めることも

できます。

2. スイッチは、最終的に TACACS+ デーモンから次のいずれかの応答を受信します。

• ACCEPT ― ユーザが認証され、サービスを開始できます。許可を必要とするようにスイッ
チが設定されている場合は、この時点で許可処理が開始されます。

• REJECT ― ユーザは認証されません。TACACS+ デーモンに応じて、ユーザはアクセスを
拒否されるか、ログイン シーケンスを再試行するよう求められます。

• ERROR ― デーモンによる認証サービスのある時点、またはデーモンとスイッチ間のネッ
トワーク接続時においてエラーが発生しました。ERROR 応答が表示された場合は、スイッ
チは、通常別の方法でユーザを認証しようとします。

• CONTINUE ― ユーザは、さらに認証情報の入力を求められます。

認証後、スイッチで許可がイネーブルになっている場合、ユーザは追加の許可フェーズに入り

ます。ユーザはまず、TACACS+ 認証を正常に終了しなければ TACACS+ 許可に進めません。

3. TACACS+ 許可が必要な場合は、再度 TACACS+ デーモンに接続し、デーモンが ACCEPT また
は REJECT の許可応答を返します。ACCEPT 応答が返された場合は、その応答には、そのユー
ザおよびユーザがアクセスできるサービスの EXEC または NETWORK セッション宛ての属性
の形式でデータが含まれます。

• Telnet、Secure Shell（SSH; セキュア シェル）、rlogin、またはイネーブル EXEC サービス

• 接続パラメータ（ホストまたはクライアントの IP アドレス、アクセス リスト、ユーザ タ
イムアウトなど）

TACACS+ の設定
ここでは、TACACS+ をサポートするようにスイッチを設定する方法について説明します。少なく
とも、TACACS+ デーモンを保持するホスト（複数可）を特定し、TACACS+ 認証の方式リストを
定義する必要があります。任意で TACACS+ 許可およびアカウンティングの方式リストを定義する
こともできます。方式リストは、ユーザの認証、許可、およびアカウントを維持するための順序と

方式を定義します。方式リストを使用すると、使用するセキュリティ プロトコルを 1 つまたは複数
指定できるので、最初の方式が失敗した場合のバックアップ システムが確保されます。ソフトウェ
アは、リスト内の最初の方式を使用してユーザの認証、許可、アカウントの維持を行います。その

方式で応答が得られなかった場合、ソフトウェアはそのリストから次の方式を選択します。このプ

ロセスは、リスト内の方式による通信が成功するか、方式リストを使い果たすまで続きます。

ここでは、次の設定について説明します。

• TACACS+ のデフォルト設定（p.9-14）

• TACACS+ サーバ ホストの特定と認証鍵の設定（p.9-14）

• TACACS+ ログイン認証の設定（p.9-15）

• イネーブル EXEC アクセスおよびネットワーク サービス用の TACACS+ 許可の設定（p.9-17）

• TACACS+ アカウンティングの開始（p.9-18）
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TACACS+ のデフォルト設定

TACACS+ と AAA は、デフォルトでディセーブルに設定されています。

セキュリティ失効の防止のため、ネットワーク管理アプリケーションで TACACS+ を設定すること
はできません。TACACS+ をイネーブルに設定した場合、CLI でスイッチにアクセスしたユーザが
認証されます。

（注） TACACS+ の設定は CLI を使用して行いますが、TACACS+ サーバは権限レベル 15 に設定された
HTTP 接続を許可します。

TACACS+ サーバ ホストの特定と認証鍵の設定

スイッチを単一サーバまたは AAA サーバ グループを使用するように設定して、既存のサーバ ホス
トをグループ化して認証用ホストとして使用することができます。設定済みサーバ ホストのサブ
セットを選択してサーバをグループ化し、特定のサービスに使用できます。サーバ グループは、グ
ローバル サーバ ホスト リストとともに使用され、選択されたサーバ ホストの IP アドレスのリス
トを含んでいます。

IP ホストまたは TACACS+ サーバを保持するホストを特定し、任意で暗号鍵を設定するには、イ
ネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 tacacs-server host hostname [port 
integer] [timeout integer] [key string]

TACACS+ サーバを保持する IP ホストまたはホストを識別します。
このコマンドを複数回入力すると、優先ホストのリストが作成され

ます。ソフトウェアは、指定された順序でホストを検索します。

• hostnameには、ホストの名前または IP アドレスを指定します。

• （任意）port integer には、サーバのポート番号を指定します。
デフォルトはポート 49 です。指定できる範囲は 1 ～ 65535 で
す。

• （任意）timeout integerには、スイッチがデーモンからの応答を
待つ時間を秒数で指定します。これを過ぎるとスイッチは時間

切れとなりエラーを宣言します。デフォルト値は 5 秒です。指
定できる範囲は 1 ～ 1000 秒です。

• （任意）key stringには、スイッチと TACACS+ デーモンとの間
のすべてのトラフィックを暗号化および復号化するための暗

号鍵を指定します。暗号化が成功するには TACACS+ デーモン
に同じ鍵を設定する必要があります。

ステップ 3 aaa new-model AAA をイネーブルにします。

ステップ 4 aaa group server tacacs+ group-name （任意）グループ名で AAA サーバグループを定義します。

このコマンドによって、スイッチはサーバ グループ サブコンフィ
ギュレーション モードになります。

ステップ 5 server ip-address （任意）特定の TACACS+ サーバを定義済みサーバ グループに対応
付けます。AAA サーバ グループの各 TACACS+ サーバに対してこ
のステップを繰り返します。

グループの各サーバは、ステップ 2 で定義済みのものでなければな
りません。
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指定された TACACS+ サーバ名またはアドレスを削除するには、no tacacs-server host hostname グ
ローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。設定リストからサーバ グループを削除
するには、no aaa group server tacacs+ group-nameグローバル コンフィギュレーション コマンドを
使用します。TACACS+ サーバの IP アドレスを削除するには、no server ip-addressサーバ グループ
サブコンフィギュレーション コマンドを使用します。

TACACS+ ログイン認証の設定

AAA 認証を設定するには、認証方式の名前付きリストを定義してから、さまざまなポートにその
リストを適用します。方式リストは実行される認証のタイプと実行順序を定義します。このリスト

を特定のポートに適用してから、定義済み認証方式を実行する必要があります。唯一の例外はデ

フォルトの方式リスト（偶然に default と名前が付けられている）です。デフォルトの方式リスト
は、名前付き方式リストが明示的に定義されたポートを除いて、自動的にすべてのポートに適用さ

れます。定義済みの方式リストは、デフォルトの方式リストに優先します。

方式リストは、ユーザ認証のためクエリー送信を行う手順と認証方式を記述したものです。認証に

使用する 1 つまたは複数のセキュリティ プロトコルを指定できるので、最初の方式が失敗した場合
のバックアップ システムが確保されます。ソフトウェアは、リスト内の最初の方式を使用してユー
ザを認証します。その方式で応答が得られなかった場合、ソフトウェアはそのリストから次の方式

を選択します。このプロセスは、リスト内の認証方式による通信が成功するか、定義された方式を

すべて試すまで続きます。この処理のある時点で認証が失敗した場合（つまり、セキュリティ サー
バまたはローカルのユーザ名データベースがユーザ アクセスを拒否すると応答した場合）、認証プ
ロセスは停止し、それ以上認証方式が試行されることはありません。

ログイン認証を設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

ステップ 6 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 7 show tacacs 設定を確認します。

ステップ 8 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 aaa new-model AAA をイネーブルにします。
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ステップ 3 aaa authentication login {default | 
list-name} method1 [method2...]

ログイン認証方式リストを作成します。

• login authenticationコマンドに名前付きリストが指定されて
いない場合に使用されるデフォルトのリストを作成するに
は、default キーワードの後ろにデフォルト状況で使用する
方式を指定します。デフォルトの方式リストは、自動的にす

べてのポートに適用されます。

• list-nameには、作成するリストの名前として使用する文字列
を指定します。 

• method1... には、認証アルゴリズムが試行する実際の方式を
指定します。追加の認証方式は、その前の方式でエラーが返

された場合に限り使用されます。前の方式が失敗した場合は

使用されません。

次のいずれかの方式を選択します。

• enable ― イネーブル パスワードを認証に使用します。この
認証方式を使用するには、enable password グローバル コン
フィギュレーション コマンドを使用して、イネーブル パス
ワードをあらかじめ定義しておく必要があります。

• group tacacs+ ― TACACS+ 認証を使用します。この認証方
式を使用するには、TACACS+ サーバをあらかじめ設定して
おく必要があります。詳細については、「TACACS+ サーバ
ホストの特定と認証鍵の設定」（p.9-14）を参照してください。

• line ― 回線パスワードを認証に使用します。この認証方式を
使用するには、回線パスワードをあらかじめ設定しておく必

要があります。password passwordライン コンフィギュレー
ション コマンドを使用します。

• local ― ローカル ユーザ名データベースを認証に使用しま
す。データベースにユーザ名情報を入力しておく必要があり

ます。username passwordグローバル コンフィギュレーショ
ン コマンドを使用します。

• local-case ― 大文字と小文字が区別されるローカル ユーザ名
データベースを認証に使用します。username name password
グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、
データベースにユーザ名情報を入力する必要があります。

• none ― ログインに認証を使用しません。

ステップ 4 line [console | tty | vty] line-number 
[ending-line-number]

ライン コンフィギュレーション モードを開始し、認証リストの
適用対象とする回線を設定します。

ステップ 5 login authentication {default | list-name} 回線または回線セットに対して、認証リストを適用します。

• defaultを指定する場合は、aaa authentication loginコマンド
で作成したデフォルトのリストを使用します。

• list-name には、aaa authentication loginコマンドで作成した
リストを指定します。

ステップ 6 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 7 show running-config 設定を確認します。

ステップ 8 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明
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AAA をディセーブルにするには、no aaa new-modelグローバル コンフィギュレーション コマンド
を使用します。AAA 認証をディセーブルにするには、no aaa authentication login {default | list-name}
method1 [method2...] グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。ログインの 
TACACS+ 認証をディセーブルにするかデフォルト値に戻す場合は、no login authentication {default
| list-name}ライン コンフィギュレーション コマンドを使用します。

イネーブル EXEC アクセスおよびネットワーク サービス用の TACACS+ 許可の設定

AAA 許可は、ユーザが利用できるサービスを制限します。AAA 許可がイネーブルに設定されてい
ると、スイッチはユーザのプロファイルから取得した情報を使用します。このプロファイルは、ロー

カルのユーザ データベースまたはセキュリティ サーバ上にあり、ユーザのセッションを設定しま
す。ユーザは、ユーザ プロファイル内の情報で認められている場合に限り、要求したサービスのア
クセスが認可されます。

aaa authorizationグローバル コンフィギュレーション コマンドに tacacs+キーワードを付けて使用
すると、イネーブル EXEC モードへのユーザのネットワーク アクセスを制限するパラメータを設
定できます。

aaa authorization exec tacacs+ localコマンドは、次の許可パラメータを設定します。

• TACACS+ を使用して認証を行った場合は、イネーブル EXEC アクセス許可に TACACS+ を使
用します。

• 認証に TACACS+ を使用しなかった場合は、ローカル データベースを使用します。

（注） 許可が設定されていても、CLI を使用してログインし、認証されたユーザの場合、許可は省略され
ます。

イネーブル EXEC アクセスおよびネットワーク サービスに関する TACACS+ 許可を指定するには、
イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

許可をディセーブルにするには、no aaa authorization {network | exec} method1グローバル コンフィ
ギュレーション コマンドを使用します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 aaa authorization network tacacs+ ネットワーク関連のすべてのサービス要求に対するユーザ 
TACACS+ 許可をスイッチに設定します。

ステップ 3 aaa authorization exec tacacs+ ユーザにイネーブル EXEC アクセスがある場合に、ユーザ 
TACACS+ 許可をスイッチに設定します。

execキーワードを指定すると、ユーザ プロファイル情報
（autocommand情報など）が返されることがあります。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show running-config 設定を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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TACACS+ アカウンティングの開始

AAA アカウンティング機能は、ユーザがアクセスするサービスと、ユーザが消費するネットワー
ク リソースを追跡します。AAA アカウンティングがイネーブルに設定されていると、スイッチは、
アカウンティング レコードの形式でユーザの活動状況を TACACS+ セキュリティ サーバに報告し
ます。各アカウンティング レコードには、アカウンティングのアトリビュートと値（AV）のペア
が含まれ、セキュリティ サーバ上に保存されます。このデータを分析し、ネットワーク管理、クラ
イアントへの課金、または監査に利用できます。

各 Cisco IOS 権限レベルおよびネットワーク サービスに関する TACACS+ アカウンティングをイ
ネーブルにするには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

アカウンティングをディセーブルにするには、no aaa accounting {network | exec} {start-stop}
method1...グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

TACACS+ 設定の表示
TACACS+ サーバ統計情報を表示するには、show tacacsイネーブル EXEC コマンドを使用します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 aaa accounting network start-stop tacacs+ ネットワーク関連のすべてのサービス要求に対する TACACS+
アカウンティングをイネーブルにします。

ステップ 3 aaa accounting exec start-stop tacacs+ TACACS+ アカウンティングにより、イネーブル EXEC プロセス
の開始時に記録開始アカウンティング通知、終了時に記録停止通

知を送信するように設定します。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show running-config 設定を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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RADIUS によるスイッチ アクセスの制御
ここでは、RADIUS をイネーブルにして設定する方法について説明します。RADIUS は、詳細なア
カウンティング情報を収集し、認証および許可プロセスに対して柔軟な管理を行います。RADIUS
は AAA を介して機能します。RADIUS をイネーブルにするには AAA コマンドを使用しなければな
りません。

（注） ここで説明するコマンドの構文および使用方法の詳細については、『Cisco IOS Security Command 
Reference』 Release 12.2 を参照してください。

ここでは、次の設定について説明します。

• RADIUS の概要（p.9-19）

• RADIUS の動作（p.9-21）

• RADIUS の設定（p.9-21）

• RADIUS 設定の表示（p.9-32）

RADIUS の概要
RADIUS は分散型クライアント /サーバ システムで、不正なアクセスからネットワークを保護しま
す。RADIUS クライアントは、サポートされているシスコ製ルータおよびスイッチ上で稼働し、中
央 RADUIS サーバに認証要求を送信します。中央 RADUIS サーバには、すべてのユーザの認証お
よびネットワーク サービス アクセス情報が格納されています。RADUIS ホストは、通常、シスコ
（Cisco Secure Access Control Server バージョン 3.0）、Livingston、Merit、Microsoft などのソフトウェ
ア製造元の RADIUS サーバ ソフトウェアが稼働するマルチユーザ システムです。詳細については、
RADIUS サーバのマニュアルを参照してください。

（注） スイッチ スタックと RADIUS サーバとの間では冗長接続を確立することを推奨します。これは、
接続されているスタック メンバーがスイッチ スタックから削除された場合でも、RADIUS サーバ
がアクセス可能なまま維持されるように保証する上で役立ちます。

RADIUS は、アクセスのセキュリティが必要な、次のネットワーク環境で使用します。

• それぞれが RADIUS をサポートする、マルチベンダー アクセス サーバによるネットワーク。
たとえば、複数のベンダーのアクセス サーバが、1 つの RADIUS サーバベース セキュリティ
データベースを使用します。複数のベンダーのアクセス サーバからなる IP ベースのネットワー
クでは、ダイヤルイン ユーザは RADUIS サーバを通じて認証されます。RADUIS サーバは、
Kerberos セキュリティ システムで動作するようにカスタマイズされています。

• アプリケーションが RADIUS プロトコルをサポートするターンキー ネットワーク セキュリ
ティ環境。たとえば、スマート カード アクセス制御システムを使用するアクセス環境。ある
ケースでは、RADIUS を Enigma のセキュリティ カードと併用してユーザを確認し、ネットワー
ク リソースのアクセスを許可します。

• すでに RADIUS を使用中のネットワーク。RADIUS クライアントを含むシスコ スイッチをネッ
トワークに追加できます。これが TACACS+ サーバへの移行の最初のステップとなることもあ
ります。図 9-2（p.9-20）を参照してください。
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• ユーザが 1 つのサービスにしかアクセスできないネットワーク。RADIUS を使用すると、ユー
ザのアクセスを 1 つのホスト、Telnet などの 1 つのユーティリティ、または IEEE 802.1x などの
プロトコルを使用するネットワークに制御できます。このプロトコルの詳細については、第 10
章「IEEE 802.1x ポートベースの認証の設定」を参照してください。

• リソース アカウンティングが必要なネットワーク。RADUIS 認証または許可とは別に RADIUS
アカウンティングを使用できます。RADIUS アカウンティング機能によって、サービスの開始
および終了時点でデータを送信し、このセッション中に使用されるリソース（時間、パケット、

バイトなど）の量を表示できます。インターネット サービス プロバイダーは、RADIUS アク
セス制御およびアカウンティング ソフトウェアのフリーウェア バージョンを使用して、特殊
なセキュリティおよび請求のニーズを満たすこともできます。

RADIUS は、ネットワーク セキュリティが次のような状況には適していません。

• マルチプロトコル アクセス環境。RADIUS は、AppleTalk Remote Access（ARA）、NetBIOS Frame
Control Protocol（NBFCP; NetBIOS フレーム制御プロトコル）、NetWare Asynchronous Services
Interface（NASI;NetWare 非同期サポート インターフェイス）、または X.25 PAD 接続をサポー
トしません。

• スイッチ間またはルータ間。RADIUS は、双方向認証を行いません。RADIUS は、他社製のデ
バイスが認証を必要とする場合に、あるデバイスから他社製デバイスへの認証には使用できま

す。

• 各種のサービスを使用するネットワーク。RADIUS は、一般に 1 人のユーザを 1 つのサービス
モデルにバインドします。

図 9-2 RADIUS から TACACS+ サービスへの移行
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RADIUS の動作
RADIUS サーバによってアクセス制御されているスイッチに、ユーザがログインして認証を試みる
と、次のイベントが発生します。

1. ユーザ名とパスワードの入力を求めるプロンプトが表示されます。

2. ユーザ名と暗号化されたパスワードが、ネットワークを介して RADIUS サーバに送信されま
す。

3. ユーザは、RADIUS サーバから次のいずれかの応答を受信します。

a. ACCEPT ― ユーザが認証されます。

b. REJECT ― ユーザは認証されず、ユーザ名とパスワードの再入力を求めるプロンプトが表
示されるか、アクセスが拒否されます。

c. CHALLENGE ― ユーザからの追加データが要求されます。

d. CHALLENGE PASSWORD ― ユーザは新しいパスワードを選択するよう要求されます。

ACCEPT または REJECT 応答には、イネーブル EXEC またはネットワーク許可に使用される追加
データがバンドルされています。RADIUS 許可がイネーブルになっている場合、ユーザはまず、
RADIUS 認証に成功しなければ RADIUS 許可に進めません。ACCEPT または REJECT パケットの追
加データには、次の項目が含まれています。

• Telnet、SSH、rlogin、またはイネーブル EXEC サービス

• 接続パラメータ（ホストまたはクライアントの IP アドレス、アクセス リスト、ユーザ タイム
アウトなど）

RADIUS の設定
ここでは、RADIUS をサポートするようにスイッチを設定する方法について説明します。少なくと
も、RADIUS サーバ ソフトウェアが稼働するホスト（複数可）を特定し、RADIUS 認証の方式リス
トを定義する必要があります。任意で RADIUS 許可およびアカウンティングの方式リストも定義で
きます。

方式リストは、ユーザの認証、許可、およびアカウントを維持するための順序と方式を定義します。

方式リストを使用すると、使用するセキュリティ プロトコル（TACACS+ やローカル ユーザ名検索
など）を 1 つまたは複数指定できるので、最初の方式が失敗した場合のバックアップ システムが確
保されます。ソフトウェアは、リスト内の最初の方式を使用してユーザの認証、許可、アカウント

の維持を行います。その方式で応答が得られなかった場合、ソフトウェアはそのリストから次の方

式を選択します。このプロセスは、リスト内の方式による通信が成功するか、方式リストを使い果

たすまで続きます。

スイッチに RADIUS 機能を設定するには、RADIUS サーバにアクセスして設定する必要がありま
す。

ここでは、次の設定について説明します。

• RADIUS のデフォルト設定（p.9-22）

• RADIUS サーバ ホストの特定（p.9-22）（必須）

• RADIUS ログイン認証の設定（p.9-24）（必須）

• AAA サーバ グループの定義（p.9-26）（任意）

• ユーザ イネーブル アクセスおよびネットワーク サービス用の RADIUS 許可の設定（p.9-28）
（任意）

• RADIUS アカウンティングの開始（p.9-29）（任意）

• すべての RADIUS サーバに対する設定（p.9-30）（任意）
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• ベンダー固有の RADIUS アトリビュート用にスイッチを設定する方法（p.9-30）（任意）

• ベンダー固有の RADIUS サーバ通信用にスイッチを設定する方法（p.9-32）（任意）

RADIUS のデフォルト設定

RADIUS と AAA は、デフォルトでディセーブルに設定されています。

セキュリティの失効を防止するため、ネットワーク管理アプリケーションで RADIUS を設定するこ
とはできません。RADIUS をイネーブルに設定すると、CLI を使用して、スイッチにアクセスする
ユーザを認証します。

RADIUS サーバ ホストの特定

スイッチと RADIUS サーバ間の通信には、次の要素が関係します。

• ホスト名または IP アドレス

• 認証宛先ポート

• アカウンティング宛先ポート

• キー ストリング

• タイムアウト時間

• 再送信回数

RADIUS セキュリティ サーバは、ホスト名または IP アドレス、ホスト名と各 UDP ポート番号、あ
るいは IP アドレスと各 UDP ポート番号で識別されます。IP アドレスと UDP ポート番号の組み合
わせによって一意の識別子が作成され、特定の AAA サービスを提供する RADIUS ホストとしてさ
まざまなポートを個別に定義できます。この一意の識別子によって、サーバ上の複数の UDP ポー
トに同じ IP アドレスで RADIUS 要求を送信できるようになります。

同一の RADIUS サーバ上の 2 つの異なるホスト エントリが同じサービス（たとえば、アカウンティ
ング）を設定している場合、設定された 2 番めのホスト エントリは、最初のエントリの代替バック
アップとして機能します。この例では、最初のホスト エントリがアカウンティング サービスを提
供できない場合、スイッチは、「%RADIUS-4-RADIUS_DEAD」メッセージを出したあとで、同じデバイ

ス上に設定された 2 番めのホスト エントリでアカウンティング サービスを試行します（RADIUS の
ホスト エントリは、設定された順序で試行されます）。

RADIUS サーバおよびスイッチは、共有シークレット テキスト ストリングを使用してパスワード
を暗号化し、応答を交換します。AAA セキュリティ コマンドを使用するように RADIUS を設定す
るには、RADIUS サーバ デーモンが稼働するホストと、そのスイッチを共用するシークレット テ
キスト（キー）ストリングを指定する必要があります。

タイムアウト、再送信回数、および暗号鍵の値は、すべての RADIUS サーバに対してグローバルに
サーバ単位で設定することも、グローバルな設定とサーバ単位の設定を組み合わせることもできま

す。この設定を、スイッチと通信するすべての RADIUS サーバに対してグローバルに適用するに
は、3 つの特別なグローバル コンフィギュレーション コマンド、radius-server timeout、radius-server
retransmit、および radius-server keyを使用します。特定の RADIUS サーバにこれらの値を適用す
るには、radius-server hostグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

（注） スイッチにグローバルおよびサーバ単位の両方で機能（タイムアウト、再送信回数、およびキー コ
マンド）を設定すると、サーバ単位のタイマー、再送信回数、およびキー コマンドは、グローバ
ルのタイマー、再送信、およびキー コマンドを上書きします。すべての RADIUS サーバに対して
これらの値を設定するには、「すべての RADIUS サーバに対する設定」（p.9-30）を参照してください。
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AAA サーバ グループを使用して、既存のサーバ ホストを認証用としてグループ化するよう、ス
イッチを設定することができます。詳細については、「AAA サーバ グループの定義」（p.9-26）を参
照してください。

サーバ単位での RADIUS サーバ通信を設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行し
ます。この手順は必須です。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 radius-server host {hostname | 
ip-address} [auth-port port-number] 
[acct-port port-number] [timeout 
seconds] [retransmit retries] [key string]

リモート RADIUS サーバ ホストの IP アドレスまたはホスト名を指
定します。

• （任意）auth-port port-number には、認証要求の UDP 宛先ポー
トを指定します。

• （任意）acct-port port-number には、アカウンティング要求の
UDP 宛先ポートを指定します。

• （任意）timeout seconds には、RADIUS サーバが応答するのを
待ってスイッチが再送信するまでのインターバルを指定しま

す。指定できる範囲は 1 ～ 1000 です。この設定は、radius-server
timeoutグローバル コンフィギュレーション コマンドの設定を
上書きします。radius-server hostコマンドでタイムアウトを設
定しない場合は、radius-server timeout コマンドの設定が使用
されます。

• （任意）retransmit retriesには、サーバが応答しないか、応答が
遅い場合に、RADIUS 要求をそのサーバに再送信する回数を指
定します。指定できる範囲は 1 ～ 1000 です。radius-server host
コマンドで再送信の値を設定しない場合は、radius-server
retransmit グローバル コンフィギュレーション コマンドの設
定が使用されます。

• （任意）key stringには、スイッチと RADIUS サーバ上で稼働す
る RADIUS デーモンとの間で使用する認証および暗号鍵を指
定します。

（注） 鍵は、RADIUS サーバ上で使用する暗号鍵と照合する必要
のあるテキスト ストリングです。鍵は、必ず radius-server
host コマンドの最後の項目として設定します。先行スペー
スは無視されますが、鍵の途中および末尾のスペースは使
用されます。鍵にスペースを使用する場合は、鍵の一部と
して引用符を使用する場合を除いて、鍵を引用符で囲まな
いでください。

1 つの IP アドレスに対応する複数のホスト エントリをスイッチが
認識するように設定するには、必要な回数だけこのコマンドを入力

し、それぞれの UDP ポート番号が必ず異なるようにしてください。
スイッチ ソフトウェアは、指定された順序でホストを検索します。
特定の RADIUS ホストで使用するタイムアウト、再送信回数、およ
び暗号鍵の値を設定します。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show running-config 設定を確認します。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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特定の RADIUS サーバを削除するには、no radius-server host hostname | ip-addressグローバル コン
フィギュレーション コマンドを使用します。

次に、ある RADIUS サーバを認証用に、別の RADIUS サーバをアカウンティング用に設定する例
を示します。

Switch(config)# radius-server host 172.29.36.49 auth-port 1612 key rad1
Switch(config)# radius-server host 172.20.36.50 acct-port 1618 key rad2

次の例は、RADIUS サーバとして host1 を設定し、認証およびアカウンティングの両方にデフォル
ト ポートを使用する方法を示します。

Switch(config)# radius-server host host1

（注） さらに、RADIUS サーバでいくつかの設定を行う必要があります。これらの設定には、スイッチの
IP アドレス、およびサーバとスイッチで共用するキー ストリングが含まれます。詳細については、
RADIUS サーバのマニュアルを参照してください。

RADIUS ログイン認証の設定

AAA 認証を設定するには、認証方式の名前付きリストを定義してから、さまざまなポートにその
リストを適用します。方式リストは実行される認証のタイプと実行順序を定義します。このリスト

を特定のポートに適用してから、定義済み認証方式を実行する必要があります。唯一の例外はデ

フォルトの方式リスト（偶然に default と名前が付けられている）です。デフォルトの方式リスト
は、名前付き方式リストが明示的に定義されたポートを除いて、自動的にすべてのポートに適用さ

れます。

方式リストは、ユーザ認証のためクエリー送信を行う手順と認証方式を記述したものです。認証に

使用する 1 つまたは複数のセキュリティ プロトコルを指定できるので、最初の方式が失敗した場合
のバックアップ システムが確保されます。ソフトウェアは、リスト内の最初の方式を使用してユー
ザを認証します。その方式で応答が得られなかった場合、ソフトウェアはそのリストから次の方式

を選択します。このプロセスは、リスト内の認証方式による通信が成功するか、定義された方式を

すべて試すまで続きます。この処理のある時点で認証が失敗した場合（つまり、セキュリティ サー
バまたはローカルのユーザ名データベースがユーザ アクセスを拒否すると応答した場合）、認証プ
ロセスは停止し、それ以上認証方式が試行されることはありません。

ログイン認証を設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。この手順は必須
です。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 aaa new-model AAA をイネーブルにします。
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ステップ 3 aaa authentication login {default | 
list-name} method1 [method2...]

ログイン認証方式リストを作成します。

• login authenticationコマンドに名前付きリストが指定されて
いない場合に使用されるデフォルトのリストを作成するに
は、default キーワードの後ろにデフォルト状況で使用する
方式を指定します。デフォルトの方式リストは、自動的にす

べてのポートに適用されます。

• list-nameには、作成するリストの名前として使用する文字列
を指定します。 

• method1... には、認証アルゴリズムが試行する実際の方式を
指定します。追加の認証方式は、その前の方式でエラーが返

された場合に限り使用されます。前の方式が失敗した場合は

使用されません。

次のいずれかの方式を選択します。

－ enable ― イネーブル パスワードを認証に使用します。
この認証方式を使用するには、enable passwordグローバ
ル コンフィギュレーション コマンドを使用して、イ
ネーブル パスワードをあらかじめ定義しておく必要が
あります。

－ group radius ― RADIUS 認証を使用します。この認証方
式を使用するには、RADIUS サーバをあらかじめ設定し
ておく必要があります。詳細については、「RADIUS サー
バ ホストの特定」（p.9-22）を参照してください。

－ line ― 回線パスワードを認証に使用します。この認証方
式を使用するには、回線パスワードをあらかじめ設定し

ておく必要があります。password password ライン コン
フィギュレーション コマンドを使用します。

－ local ― ローカル ユーザ名データベースを認証に使用し
ます。データベースにユーザ名情報を入力しておく必要

があります。username name password グローバル コン
フィギュレーション コマンドを使用します。

－ local-case ― 大文字と小文字が区別されるローカル ユー
ザ名データベースを認証に使用します。username
password グローバル コンフィギュレーション コマンド
を使用して、データベースにユーザ名情報を入力する必

要があります。

－ none ― ログインに認証を使用しません。

ステップ 4 line [console | tty | vty] line-number 
[ending-line-number]

ライン コンフィギュレーション モードを開始し、認証リストの
適用対象とする回線を設定します。

ステップ 5 login authentication {default | list-name} 回線または回線セットに対して、認証リストを適用します。

• defaultを指定する場合は、aaa authentication loginコマンド
で作成したデフォルトのリストを使用します。

• list-name には、aaa authentication loginコマンドで作成した
リストを指定します。

ステップ 6 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 7 show running-config 設定を確認します。

ステップ 8 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明
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AAA をディセーブルにするには、no aaa new-modelグローバル コンフィギュレーション コマンド
を使用します。AAA 認証をディセーブルにするには、no aaa authentication login {default | list-name}
method1 [method2...] グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。ログインの 
RADIUS 認証をディセーブルにするかデフォルト値に戻す場合は、no login authentication {default |
list-name}ライン コンフィギュレーション コマンドを使用します。

AAA サーバ グループの定義

認証用に既存のサーバ ホストをグループ化するために、AAA サーバ グループを使用するようス
イッチを設定できます。設定済みサーバ ホストのサブセットを選択し、特定のサービスに使用でき
ます。サーバ グループには、グローバル サーバ ホスト リストを使用します。このリストは、選択
したサーバ ホストの IP アドレスのリストです。

サーバ グループには、各エントリが一意の識別子（IP アドレスと UDP ポート番号の組み合わせ）
を持っていれば、同じサーバに対して複数のホスト エントリを組み込むことができます。また、特
定の AAA サービスを提供する RADIUS ホストとして、さまざまなポートを個別に定義できます。
同一の RADIUS サーバ上の 2 つの異なるホスト エントリを同じサービス（たとえば、アカウンティ
ング）を設定すると、設定された 2 番めのホスト エントリは、最初のエントリの代替バックアップ
として機能します。

定義済みのグループ サーバに特定のサーバを対応付けるには、serverグループ サーバ コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。IP アドレスでサーバを特定したり、任意の auth-port および
acct-port キーワードを使用して複数のホスト インスタンスまたはエントリを識別することもでき
ます。

AAA サーバ グループを定義して特定の RADIUS サーバに対応付けるには、イネーブル EXEC モー
ドで次の手順を実行します。
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コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 radius-server host {hostname | ip-address} 
[auth-port port-number] [acct-port 
port-number] [timeout seconds] 
[retransmit retries] [key string]

リモート RADIUS サーバ ホストの IP アドレスまたはホスト名を
指定します。

• （任意）auth-port port-numberには、認証要求の UDP 宛先ポー
トを指定します。

• （任意）acct-port port-numberには、アカウンティング要求の
UDP 宛先ポートを指定します。

• （任意）timeout seconds には、RADIUS サーバが応答するの
を待ってスイッチが再送信するまでのインターバルを指定

します。指定できる範囲は 1 ～ 1000 です。この設定は、
radius-server timeoutグローバル コンフィギュレーション コ
マンドの設定を上書きします。radius-server hostコマンドで
タイムアウトを設定しない場合は、radius-server timeout コ
マンドの設定が使用されます。

• （任意）retransmit retriesには、サーバが応答しないか、応答
が遅い場合に、RADIUS 要求をそのサーバに再送信する回数
を指定します。指定できる範囲は 1 ～ 1000 です。
radius-server host コマンドで再送信の値を設定しない場合
は、radius-server retransmit グローバル コンフィギュレー
ション コマンドの設定が使用されます。

• （任意）key stringには、スイッチと RADIUS サーバ上で稼働
する RADIUS デーモンとの間で使用する認証および暗号鍵
を指定します。

（注） 鍵は、RADIUS サーバ上で使用する暗号鍵と照合する必
要のあるテキスト ストリングです。鍵は、必ず
radius-server hostコマンドの最後の項目として設定しま
す。先行スペースは無視されますが、鍵の途中および末
尾のスペースは使用されます。鍵にスペースを使用する
場合は、鍵の一部として引用符を使用する場合を除いて、
鍵を引用符で囲まないでください。

1 つの IP アドレスに対応する複数のホスト エントリをスイッチ
が認識するように設定するには、必要な回数だけこのコマンドを

入力し、それぞれの UDP ポート番号が必ず異なるようにしてく
ださい。スイッチ ソフトウェアは、指定された順序でホストを
検索します。特定の RADIUS ホストで使用するタイムアウト、再
送信回数、および暗号鍵の値を設定します。

ステップ 3 aaa new-model AAA をイネーブルにします。

ステップ 4 aaa group server radius group-name グループ名で AAA サーバ グループを定義します。

このコマンドによって、スイッチはサーバ グループ コンフィ
ギュレーション モードになります。

ステップ 5 server ip-address 特定の RADIUS サーバを定義済みサーバ グループに対応付けま
す。AAA サーバ グループの RADIUS サーバごとに、このステッ
プを繰り返します。

グループの各サーバは、ステップ 2 で定義済みのものでなければ
なりません。

ステップ 6 end イネーブル EXEC モードに戻ります。
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特定の RADIUS サーバを削除するには、no radius-server host hostname | ip-addressグローバル コン
フィギュレーション コマンドを使用します。コンフィギュレーション リストからサーバ グループ
を削除するには、no aaa group server radius group-name グローバル コンフィギュレーション コマ
ンドを使用します。RADIUS サーバの IP アドレスを削除するには、no server ip-address サーバ グ
ループコンフィギュレーション コマンドを使用します。

次の例では、2 つの異なる RADIUS グループ サーバ（group1 と group2）を認識するようにスイッ
チを設定しています。group1 では、同一の RADIUS サーバ上の 2 つの異なるホスト エントリに同
じサービスを設定しています。2 番めのホスト エントリは、最初のエントリの代替バックアップと
して機能します。

Switch(config)# radius-server host 172.20.0.1 auth-port 1000 acct-port 1001
Switch(config)# radius-server host 172.10.0.1 auth-port 1645 acct-port 1646
Switch(config)# aaa new-model
Switch(config)# aaa group server radius group1
Switch(config-sg-radius)# server 172.20.0.1 auth-port 1000 acct-port 1001
Switch(config-sg-radius)# exit
Switch(config)# aaa group server radius group2
Switch(config-sg-radius)# server 172.20.0.1 auth-port 2000 acct-port 2001
Switch(config-sg-radius)# exit

ユーザ イネーブル アクセスおよびネットワーク サービス用の RADIUS 許可の設定

AAA 許可は、ユーザが利用できるサービスを制限します。AAA 許可がイネーブルに設定されてい
ると、スイッチはユーザのプロファイルから取得した情報を使用します。このプロファイルは、ロー

カルのユーザ データベースまたはセキュリティ サーバ上にあり、ユーザのセッションを設定しま
す。ユーザは、ユーザ プロファイル内の情報で認められている場合に限り、要求したサービスのア
クセスが認可されます。

aaa authorization グローバル コンフィギュレーション コマンドに radius キーワードを指定して使
用すると、イネーブル EXEC モードへのユーザのネットワーク アクセスを制限するパラメータを
設定できます。

aaa authorization exec radius localコマンドは、次の許可パラメータを設定します。

• RADIUS を使用して認証を行った場合は、イネーブル EXEC アクセス許可に RADIUS を使用し
ます。

• 認証に RADIUS を使用しなかった場合は、ローカル データベースを使用します。

（注） 許可が設定されていても、CLI を使用してログインし、認証されたユーザに対して、許可は省略さ
れます。

イネーブル EXEC アクセスおよびネットワーク サービスに関する RADIUS 許可を指定するには、イ
ネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

ステップ 7 show running-config 設定を確認します。

ステップ 8 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

ステップ 9 RADIUS ログイン認証をイネーブルにします。「RADIUS ログイ
ン認証の設定」（p.9-24）を参照してください。

コマンド 説明
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許可をディセーブルにするには、no aaa authorization {network | exec} method1グローバル コンフィ
ギュレーション コマンドを使用します。

RADIUS アカウンティングの開始

AAA アカウンティング機能は、ユーザがアクセスするサービスと、ユーザが消費するネットワー
ク リソースを追跡します。AAA アカウンティングがイネーブルに設定されていると、スイッチは、
アカウンティング レコードの形式でユーザの活動状況を RADIUS セキュリティ サーバに報告しま
す。各アカウンティング レコードには、アカウンティングのアトリビュートと値（AV）のペアが
含まれ、セキュリティ サーバ上に保存されます。このデータを分析し、ネットワーク管理、クライ
アントへの課金、または監査に利用できます。

各 Cisco IOS 権限レベルおよびネットワーク サービスに関する RADIUS アカウンティングをイネー
ブルにするには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

アカウンティングをディセーブルにするには、no aaa accounting {network | exec} {start-stop} 
method1...グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 aaa authorization network radius ネットワーク関連のすべてのサービス要求に対するユーザ

RADIUS 許可をスイッチに設定します。

ステップ 3 aaa authorization exec radius ユーザにイネーブル EXEC アクセスがある場合に、ユーザ RADIUS
許可をスイッチに設定します。

execキーワードを指定すると、ユーザ プロファイル情報
（autocommand情報など）が返されることがあります。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show running-config 設定を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 aaa accounting network start-stop radius ネットワーク関連のすべてのサービス要求に関する RADIUS ア
カウンティングをイネーブルにします。

ステップ 3 aaa accounting exec start-stop radius RADIUS アカウンティングにより、イネーブル EXEC プロセスの
開始時に記録開始アカウンティング通知、イネーブル EXEC プロ
セスの終了時に記録停止通知を送信するようにします。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show running-config 設定を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。



第 9章      スイッチベースの認証の設定
RADIUS によるスイッチ アクセスの制御

9-30
Catalyst 3750 スイッチ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

78-16180-06-J

すべての RADIUS サーバに対する設定

スイッチとすべての RADIUS サーバ間のグローバル通信の設定を行うには、イネーブル EXEC モー
ドで次の手順を実行します。

再送信、タイムアウト、デッドタイムの設定をデフォルトに戻すには、これらのコマンドの no 形
式を使用します。

ベンダー固有の RADIUS アトリビュート用にスイッチを設定する方法

Internet Engineering Task Force（IETF）ドラフト規格では、ベンダー固有のアトリビュート（アトリ
ビュート 26）を使用して、スイッチと RADIUS サーバとの間のベンダー固有情報の通信方式を定
めています。Vendor-Specific Attribute（VSA）を使用すると、ベンダーは、汎用に適さない独自の
拡張アトリビュートをサポートできます。シスコの実装 RADIUS では、仕様で推奨されたフォー
マットを使用して 1 つのベンダー固有オプションをサポートします。シスコのベンダー ID は 9 で、
サポート対照のオプションにはベンダータイプ 1 が設定されており、cisco-avpairと名前が付けられ
ています。この値は次のフォーマットのストリングです。

protocol : attribute sep value *

protocol は、特定のタイプの許可に対応するシスコ プロトコル アトリビュートの値です。attribute
と value は、シスコ TACACS+ 仕様で定義されている適正なアトリビュートと-値（AV）のペアで
す。sep は、必須アトリビュートの場合は [=]、オプションのアトリビュートの場合は [*] です。
TACACS+ 許可で利用できるすべての機能は、RADIUS にも使用できます。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 radius-server key string スイッチとすべての RADIUS サーバとの間で使用する、共有シーク
レット テキスト ストリングを指定します。

（注） 鍵は、RADIUS サーバ上で使用する暗号鍵と照合する必要
のあるテキスト ストリングです。先行スペースは無視され
ますが、鍵の途中および末尾のスペースは使用されます。鍵
にスペースを使用する場合は、鍵の一部として引用符を使
用する場合を除いて、鍵を引用符で囲まないでください。

ステップ 3 radius-server retransmit retries スイッチが、サーバに各 RADIUS 要求を送信する回数を指定しま
す。デフォルトは 3 で、指定できる範囲は 1 ～ 1000 です。

ステップ 4 radius-server timeout seconds スイッチが、RADIUS 要求に対する応答を待って要求を再送信する
までの秒数を指定します。デフォルトは 5 秒で、指定できる範囲は
1 ～ 1000 です。

ステップ 5 radius-server deadtime minutes 認証要求に応答しない RADIUS サーバをスキップする時間を指定
します。これにより、要求がタイムアウトするまで待たずに、次の

設定サーバを試行できます。デフォルトは 0 で、指定できる範囲は
1 ～ 1440 分です。

ステップ 6 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 7 show running-config 設定を確認します。

ステップ 8 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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たとえば、次の AV ペアは、IP 許可時（PPP の IPCP アドレス割り当て時）に、シスコの複数の名
前付き IP アドレスプール 機能をアクティブにします。

cisco-avpair= ”ip:addr-pool=first“

次の例は、スイッチからログインしているユーザに、イネーブル EXEC コマンドへの直接アクセス
を可能にする方法を示します。

cisco-avpair= ”shell:priv-lvl=15“ 

次の例は、RADIUS サーバ データベース内の許可 VLAN を指定する方法を示しています。

cisco-avpair= ”tunnel-type(#64)=VLAN(13)”
cisco-avpair= ”tunnel-medium-type(#65)=802 media(6)”
cisco-avpair= ”tunnel-private-group-ID(#81)=vlanid”

次の例は、この接続中に ASCII 形式の入力 ACL をインターフェイスに適用する方法を示していま
す。

cisco-avpair= “ip:inacl#1=deny ip 10.10.10.10 0.0.255.255 20.20.20.20 255.255.0.0”
cisco-avpair= “ip:inacl#2=deny ip 10.10.10.10 0.0.255.255 any”
cisco-avpair= “mac:inacl#3=deny any any decnet-iv”

次の例は、この接続中に ASCII 形式の出力 ACL をインターフェイスに適用する方法を示していま
す。

cisco-avpair= “ip:outacl#2=deny ip 10.10.10.10 0.0.255.255 any”

その他のベンダーにも、独自に一意のベンダー ID、オプション、および対応する VSA が割り当て
られます。ベンダー ID と VSA の詳細については、RFC 2138 『Remote Authentication Dial-In User
Service [RADIUS]』を参照してください。

VSA を認識して使用するようにスイッチを設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実
行します。

RADIUS アトリビュートの完全リスト、またはベンダー固有のアトリビュート 26 の詳細について
は、『Cisco IOS Security Configuration Guide』 Release 12.2 の付録「RADIUS Attributes」を参照してく
ださい。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 radius-server vsa send [accounting | 
authentication]

スイッチが、RADIUS IETF アトリビュート 26 に定義されている
VSA を認識して使用できるようにします。

• （任意）accountingキーワードを使用して、認識されるベンダー
固有のアトリビュートの集合をアカウンティング アトリ
ビュートに限定します。

• （任意）authenticationキーワードを使用して、認識されるベン
ダー固有のアトリビュートの集合を認証アトリビュートに限

定します。

キーワードなしでこのコマンドを入力すると、アカウンティングお

よび認証の両方のベンダー固有アトリビュートが使用されます。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show running-config 設定を確認します。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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ベンダー固有の RADIUS サーバ通信用にスイッチを設定する方法

RADIUS に関する IETF ドラフト規格では、スイッチと RADIUS サーバとの間のベンダー固有情報
の通信方式を規定していますが、一部のベンダーは、固有の方法で RADIUS アトリビュートを機能
拡張しています。Cisco IOS ソフトウェアは、ベンダー固有仕様の RADIUS アトリビュートのサブ
セットをサポートします。

前述したように、RADIUS（ベンダー固有または IETF のドラフト準拠）を設定するには、RADIUS
サーバ デーモンが稼働しているホスト、およびスイッチと共有するシークレット テキスト ストリ
ングを指定する必要があります。RADIUS ホストおよびシークレット テキスト ストリングを指定
するには、radius-serverグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

ベンダー固有の RADIUS サーバ ホスト、および共有シークレット テキスト ストリングを指定する
には、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

ベンダー固有の RADIUS ホストを削除するには、no radius-server host {hostname | ip-address}
non-standardグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。鍵を削除するには、
no radius-server keyグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

次に、ベンダー固有の RADIUS ホストを指定して、スイッチとサーバの間で rad124 という秘密鍵
を使用する例を示します。

Switch(config)# radius-server host 172.20.30.15 nonstandard
Switch(config)# radius-server key rad124

RADIUS 設定の表示
RADIUS 設定情報を表示するには、show running-configイネーブル EXEC コマンドを使用します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 radius-server host {hostname | ip-address} 
non-standard

リモート RADIUS サーバ ホストの IP アドレスまたはホスト名を
指定し、ベンダー固有の実装 RADIUS を使用していることを明
確にします。

ステップ 3 radius-server key string スイッチとベンダー固有の RADIUS サーバとの間で使用する、共
有シークレット テキスト ストリングを指定します。スイッチお
よび RADIUS サーバは、このテキスト ストリングを使用してパ
スワードを暗号化し、応答を交換します。

（注） 鍵は、RADIUS サーバ上で使用する暗号鍵と照合する必
要のあるテキスト ストリングです。先行スペースは無視
されますが、鍵の途中および末尾のスペースは使用され
ます。鍵にスペースを使用する場合は、鍵の一部として
引用符を使用する場合を除いて、鍵を引用符で囲まない
でください。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show running-config 設定を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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Kerberos によるスイッチ アクセスの制御
ここでは、Kerberos セキュリティ システムをイネーブルにして設定する方法について説明します。
Kerberos セキュリティ システムは、信頼できるサードパーティを介してネットワーク リソースに
対する要求を認証します。この機能を使用するには、スイッチ ソフトウェアの暗号化（暗号化をサ
ポートする）バージョンをスイッチにインストールしておく必要があります。

この機能を使用し、Cisco.com から暗号化ソフトウェア ファイルをダウンロードするには、許可を
取得する必要があります。詳細については、このリリースのリリース ノートを参照してください。

ここでは、以下について説明します。

• Kerberos の概要（p.9-33）

• Kerberos の動作（p.9-35）

• Kerberos の設定（p.9-37）

Kerberos の設定例については、『Cisco IOS Security Configuration Guide』 Release 12.2 の「Security Server
Protocols」の章にある「Kerberos Configuration Examples」を参照してください。URL は次のとおり
です。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/fsecur_c/fsecsp/

（注） この章で使用されるコマンドの構文および使用方法の詳細については、『Cisco IOS Security Command
Reference』 Release 12.2 の「Security Server Protocols」の章にある「Kerberos Commands」を参照して
ください。URL は次のとおりです。
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/fsecur_c/fsecsp/index.htm

（注） Kerberos 構成例および『Cisco IOS Security Command Reference』 Release 12.2 では、信頼のおけるサー
ドパーティとして Catalyst 3750 スイッチを使用しています。このスイッチは Kerberos に対応し、
ネットワーク セキュリティ サーバとして設定可能で、Kerberos プロトコルを使用したユーザ認証
ができます。

Kerberos の概要
Kerberos はマサチューセッツ工科大学（MIT）が開発した秘密鍵によるネットワーク認証プロトコ
ルです。Data Encryption Standard（DES; データ暗号化規格）という暗号化アルゴリズムを暗号化と
認証に使用し、ネットワーク リソースに対する要求を認証します。Kerberos は、信頼できるサード
パーティという概念を使ってユーザとサービスに対してセキュリティの検証を実行します。この信

頼できるサードパーティを Key Distribution Center（KDC; 鍵発行局）といいます。

Kerberos は、ユーザが誰であるか、そのユーザが使用しているネットワーク サービスは何であるか
を検証します。これを実行するために、KDC（つまり信頼できる Kerberos サーバ）がユーザにチ
ケットを発行します。これらのチケットには有効期限があり、ユーザ証明書のキャッシュに保存さ

れます。Kerberos サーバは、ユーザ名やパスワードの代わりにチケットを使ってユーザとネット
ワーク サービスを認証します。

（注） Kerberos サーバには、ネットワーク セキュリティ サーバとして設定可能で、Kerberos プロトコル
を用いてユーザを認証できる Catalyst 3750スイッチを使用できます。
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Kerberos の証明書発行スキームでは、single logonという手順を使用します。この手順では、ユーザ
を 1 回認証すると、ユーザ証明書が有効な間は（他のパスワードの暗号化を行わずに）セキュア認
証が可能になります。

このソフトウェア リリースは Kerberos 5 に対応しています。Kerberos 5 では、すでに Kerberos 5 を
使用している組織が、（UNIX サーバや PC などの）他のネットワーク ホストが使用している KDC
上の Kerberos 認証データベースを使用できます。

このソフトウェア リリースでは、Kerberos は次のネットワーク サービスをサポートしています。

• Telnet

• rlogin

• rsh（リモート シェル プロトコル）

表 9-2に、一般的な Kerberos 関連用語とその定義を示します。

表 9-2 Kerberos の用語

用語 定義

認証 ユーザやサービスが他のサービスに対して自分自身の身元を証明する手順。

たとえば、クライアントはスイッチに対して認証を得て、スイッチは他のス

イッチに対して認証を得ます。

許可 ネットワークやスイッチにおいてユーザがどのような権限を有していて、ま

たどのような動作を実行できるかを、スイッチが識別する手段。

証明書 認証チケット（TGT1やサービス証明書など）を表す総称。Kerberos 証明書で、
ユーザまたはサービスの ID を検証します。ネットワーク サービスがチケッ
トを発行した Kerberos サーバを信頼することにした場合、ユーザ名やパス
ワードを再入力する代わりにこれを使用できます。証明書の有効期限は、8 時
間がデフォルトの設定です。

インスタンス Kerberos プリンシパルの認証レベル ラベル。ほとんどの Kerberos プリンシパ
ルは、user@REALM という形式です（たとえば、smith@EXAMPLE.COM）。
Kerberos インスタンスのある Kerberos プリンシパルは、user/instance@REALM
という形式です（たとえば、smith/admin@EXAMPLE.COM）。Kerberos インス
タンスは、認証が成功した場合のユーザの許可レベルを指定するのに使用で

きます。各ネットワーク サービスのサーバは、Kerberos インスタンスの許可
マッピングを適用し実行できますが、必須ではありません。 

（注） Kerberos プリンシパルとインスタンスの名前はすべての小文字でな
ければなりません。

（注） Kerberos レルム名はすべて大文字でなければなりません。

KDC2 KDC ネットワーク ホストで稼働する Kerberos サーバおよびデータベース プログ
ラムで構成される鍵発行局。

Kerberos 対応 Kerberos 証明書のインフラストラクチャをサポートするために変更されたア
プリケーションやサービスのことを指す用語。
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Kerberos の動作
Kerberos サーバには、ネットワーク セキュリティ サーバとして設定可能で、Kerberos プロトコルを
用いてリモート ユーザを認証できる Catalyst 3750 スイッチを使用できます。Kerberos をカスタマイ
ズする方法はいくつかありますが、ネットワーク サービスにアクセスしようとするリモート ユー
ザは、3 つのセキュリティ レイヤを通過しないとネットワーク サービスにアクセスできません。

Kerberos サーバとしてのCatalyst 3750スイッチを使用してネットワーク サービスに対して認証を得
る手順は、次のとおりです。

1. 境界スイッチに対する認証の取得（p.9-36）

2. KDC からの TGT の取得（p.9-36）

3. ネットワーク サービスに対する認証の取得（p.9-36）

Kerberos レルム Kerberos サーバに登録されたユーザ、ホスト、およびネットワーク サービス
で構成されるドメイン。Kerberos サーバを信頼して、ユーザまたはネットワー
クサービスに対する別のユーザまたはネットワーク サービスの ID を検証し
ます。

（注） Kerberos レルム名はすべて大文字でなければなりません。

Kerberos サーバ ネットワーク ホストで稼働しているデーモン。ユーザおよびネットワーク
サービスはそれぞれ Kerberos サーバに ID を登録します。ネットワーク サー
ビスは Kerberos サーバにクエリーを送信して、他のネットワーク サービスの
認証を得ます。

KEYTAB3 ネットワーク サービスが KDC と共有するパスワード。Kerberos 5 以降のバー
ジョンでは、ネットワーク サービスは KEYTAB を使って暗号化されたサー
ビス証明書を復号して認証します。Kerberos 5 以前のバージョンでは、
KEYTAB は SRVTAB4といいます。

プリンシパル Kerberos ID ともいい、Kerberos サーバに基づき、ユーザが誰であるか、サー
ビスが何であるかを表します。

（注） Kerberos プリンシパル名はすべて小文字でなければなりません。

サービス証明書 ネットワーク サービスの証明書。KDC から証明書が発行されると、ネット
ワーク サービスと KDC が共有するパスワードで暗号化されます。ユーザ
TGT ともパスワードを共有します。

SRVTAB ネットワーク サービスが KDC と共有するパスワード。Kerberos 5 以降のバー
ジョンでは、SRVTAB は KEYTAB と呼びます。

TGT 身分証明書のことで、KDC が認証済みユーザに発行する証明書。TGT を受け
取ったユーザは、KDC が表した Kerberos レルム内のネットワーク サービス
に対して認証を得ることができます。

1. TGT = Ticket Granting Ticket（身分証明書）
2. KDC = Key Distribution Center（鍵発行局）
3. KEYTAB = key table（キー テーブル）
4. SRVTAB = server table（サーバ テーブル）

表 9-2 Kerberos の用語（続き）

用語 定義
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境界スイッチに対する認証の取得

ここでは、リモート ユーザが通過しなければならない第一のセキュリティ レイヤについて説明し
ます。ユーザは、まず境界スイッチに対して認証を得なければなりません。その後、このプロセス

は次のように進みます。

1. ユーザが、境界スイッチへの Kerberos 非対応 Telnet 接続を確立します。

2. ユーザ名とパスワードの入力を求めるプロンプトをスイッチが表示します。

3. スイッチが、このユーザの TGT を KDC に要求します。

4. KDC がユーザ ID を含む暗号化された TGT をスイッチに送信します。

5. スイッチは、ユーザが入力したパスワードを使って TGT の復号を試行します。

• 復号に成功したら、ユーザはスイッチに対して認証を得ます。

• 復号に成功しなかった場合、ユーザは、ユーザ名とパスワードを再入力するか（Caps Lock
または Num Lock のオン /オフに注意）、別のユーザ名とパスワードを入力してステップ 2
をやり直します。

境界スイッチに対して Kerberos 非対応 Telnet セッションを確立し認証を得たリモート ユーザは、
ファイアウォールの内側にいますが、ネットワーク サービスへのアクセス権を取得するために、さ
らに KDC に対して直接認証を得る必要があります。ユーザが KDC から認証を得なければならない
のは、KDC が発行する TGT はスイッチに保存されていて、ユーザがスイッチにログオンしないと
追加の認証に使えないからです。

KDC からの TGT の取得

ここでは、リモート ユーザが通過しなければならない第二のセキュリティ レイヤについて説明し
ます。ユーザは、ネットワーク サービスにアクセスするために、ここで KDC の認証を得て KDC か
ら TGT を取得しなければなりません。

KDC に対して認証を得る方法については、『Cisco IOS Security Configuration Guide』 Release 12.2 の
「Security Server Protocols」の章にある「Obtaining a TGT from a KDC」を参照してください。URL は
次のとおりです。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/fsecur_c/fsecsp/scfkerb.htm#100
0999

ネットワーク サービスに対する認証の取得

ここでは、リモート ユーザが通過しなければならない第三のセキュリティ レイヤについて説明し
ます。TGT を持つユーザは、ここで Kerberos レルム内のネットワーク サービスに対して認証を得
なければなりません。

ネットワーク サービスに対して認証を得る方法については、『Cisco IOS Security Configuration Guide』
Release 12.2 の「Security Server Protocols」の章にある「Authenticating to Network Services」を参照し
てください。URL は次のとおりです。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/fsecur_c/fsecsp/scfkerb.htm#100
1010

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/fsecur_c/fsecsp/scfkerb.htm#1000999
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/fsecur_c/fsecsp/scfkerb.htm#1001010
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Kerberos の設定
リモート ユーザがネットワーク サービスに対して認証を得られるように、Kerberos レルム内のホ
ストと KDC を設定して、ユーザおよびネットワーク サービスと通信を行って互いに認証するよう
にしなければなりません。これを実行するために、互いを識別する必要があります。KDC 上の
Kerberos データベースにホストのエントリを追加し、Kerberos レルム内のすべてのホストに KDC が
生成した KEYTAB ファイルを追加します。また、KDC データベースにユーザ用のエントリも作成
します。

ホストおよびユーザのエントリを追加または作成する場合は、次のガイドラインに従ってくださ

い。

• Kerberos プリンシパル名はすべて小文字でなければなりません。

• Kerberos インスタンス名はすべて小文字でなければなりません。

• Kerberos レルム名はすべて大文字でなければなりません。

（注） Kerberos サーバには、ネットワーク セキュリティ サーバとして設定可能で、Kerberos プロトコル
を用いてユーザを認証できる Catalyst 3750スイッチを使用できます。

Kerberos 認証済みサーバ クライアント システムを設定する手順は、次のとおりです。

• Kerberos コマンドを使用して KDC を設定します。

• Kerberos プロトコルを使用するようにスイッチを設定します。

設定手順については、『Cisco IOS Security Configuration Guide』 Release 12.2 の「Security Server 
Protocols」の章にある「Kerberos Configuration Task List」を参照してください。URL は次のとおりです。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/fsecur_c/fsecsp/scfkerb.htm#100
1027

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/fsecur_c/fsecsp/scfkerb.htm#1001010
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/fsecur_c/fsecsp/scfkerb.htm#1001027
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スイッチのローカル認証および許可の設定

ローカル モードで AAA を実装するようにスイッチを設定すると、サーバがなくても AAA が動作
するように設定できます。この場合、スイッチが認証および許可の処理を行います。この設定では

アカウンティング機能は利用できません。

スイッチをローカル AAA 用に設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

AAA をディセーブルにするには、no aaa new-modelグローバル コンフィギュレーション コマンド
を使用します。許可をディセーブルにするには、no aaa authorization {network | exec} method1 グ
ローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 aaa new-model AAA をイネーブルにします。

ステップ 3 aaa authentication login default local ローカルのユーザ名データベースを使用するようにログイン認証

を設定します。defaultキーワードにより、ローカル ユーザ データ
ベース認証がすべてのポートに適用されます。

ステップ 4 aaa authorization exec local ユーザ AAA 許可を設定し、ローカル データベースを確認してその
ユーザに EXEC シェルの実行を許可します。

ステップ 5 aaa authorization network local ネットワーク関連のすべてのサービス要求に関するユーザ AAA 許
可を設定します。

ステップ 6 username name [privilege level] 
{password encryption-type password}

ローカル データベースを開始し、ユーザ名ベースの認証システムを
確立します。

ユーザごとにこのコマンド入力を繰り返します。

• nameには、ユーザ ID を 1 ワードで指定します。スペースや引
用符は使用できません。

• （任意）level には、アクセス後ユーザに設定する権限レベルを
指定します。指定できる範囲は 0 ～ 15 です。レベル 15 ではイ
ネーブル EXEC モードでのアクセスが可能です。レベル 0 では、
ユーザ EXEC モードでのアクセスとなります。

• encryption-type には、暗号化されていないパスワードがあとに
続く場合は 0 を、暗号化されたパスワードがあとに続く場合は
7 を指定します。

• passwordには、ユーザがスイッチにアクセスする場合に入力す
る必要のあるパスワードを指定します。パスワードは 1 ～ 25 文
字で、埋め込みスペースを使用でき、username コマンドの最
後のオプションとして指定します。

ステップ 7 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 8 show running-config 設定を確認します。

ステップ 9 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/fsecur_c/fsecsp/scfkerb.htm#1001027
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SSH のためのスイッチの設定
ここでは、SSH 機能を設定する方法について説明します。この機能を使用するには、スイッチに暗
号化ソフトウェア イメージをインストールする必要があります。この機能を使用し、Cisco.com か
ら暗号化ソフトウェア ファイルをダウンロードするには、許可を取得する必要があります。詳細に
ついては、このリリースのリリース ノートを参照してください。

ここでは、以下について説明します。

• SSH の概要（p.9-39）

• SSH の設定（p.9-40）

• SSH の設定およびステータスの表示（p.9-43）

SSH の設定例については、『Cisco IOS Security Configuration Guide』 Cisco IOS Release 12.2 の
「Configuring Secure Shell」の章にある「SSH Configuration Examples」を参照してください。URL は
次のとおりです。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/fsecur_c/fothersf/scfssh.htm

（注） この章で使用される構文および使用方法の詳細については、現リリースのコマンド リファレンス
および次の URL から Cisco IOS Release 12.2 のコマンド リファレンスを参照してください。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/index.htm

SSH の概要
SSH は、デバイスへの安全なリモート接続を提供するプロトコルです。SSH は、デバイスの認証時
に強力な暗号化を行うことで、リモート接続について Telnet 以上のセキュリティを実現します。こ
のソフトウェア リリースは、SSH バージョン 1（SSHv1）および SSH バージョン 2（SSHv2）をサ
ポートします。

ここでは、次の内容について説明します。

• SSH サーバ、統合クライアント、およびサポート対象バージョン（p.9-40）

• 制限事項（p.9-40）

（注） IP ベース イメージ（以前の標準マルチレイヤ イメージ [SMI]）ソフトウェアまたは IP サービス イ
メージ（以前の拡張マルチレイヤ イメージ [EMI]）ソフトウェアの暗号化バージョンを実行するス
タック マスターで障害が発生し、ソフトウェアの非暗号化バージョンを実行するスイッチに置き
換わった場合、スイッチ スタックへの SSH 接続は失われることがあります。IP ベース イメージ ソ
フトウェアまたは IP サービス イメージ ソフトウェアの暗号化バージョンを実行するスイッチをス
タック マスターにすることを推奨します。スタック マスターが IP ベース イメージ ソフトウェア
または IP サービス イメージ ソフトウェアの非暗号化バージョンを実行している場合、暗号化機能
は使用できません。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/fsecur_c/fothersf/scfssh.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/index.htm
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SSH サーバ、統合クライアント、およびサポート対象バージョン

SSH 機能には、スイッチで稼働するアプリケーションである、SSH サーバおよび SSH 統合クライ
アントがあります。SSH サーバが稼働するスイッチとの接続には、SSH クライアントを使用できま
す。SSH サーバは、このリリースでサポートされる SSH クライアントおよび他社製の SSH クライ
アントと連動します。また SSH クライアントも、このリリースでサポートされる SSH サーバおよ
び他社製の SSH サーバと連動します。

スイッチは、SSHv1 サーバまたは SSHv2 サーバをサポートします。

スイッチは、SSHv1 クライアントをサポートします。

SSH は、Data Encryption Standard（DES; データ暗号化規格）暗号化アルゴリズム、トリプル DES
（3DES）暗号化アルゴリズム、およびパスワードベースのユーザ認証をサポートします。

また SSH も、次のユーザ認証方式をサポートします。

• TACACS+（詳細については、「TACACS+ によるスイッチ アクセスの制御」[p.9-11] を参照）

• RADIUS（詳細については、「RADIUS によるスイッチ アクセスの制御」[p.9-19] を参照）

• ローカル認証および許可（詳細については、「スイッチのローカル認証および許可の設定」

[p.9-38] を参照）

（注） このソフトウェア リリースでは、IP Security（IPSec）をサポートしていません。

制限事項

SSH には、次の制限事項が適用されます。

• スイッチは、Rivest, Shamir, and Adelman（RSA）認証をサポートします。

• SSH は、シェル実行アプリケーションだけをサポートします。

• SSH サーバおよび SSH クライアントは、DES（56 ビット）および 3DES（168 ビット）のデー
タ暗号化ソフトウェアでのみサポートされます。

• スイッチは、Advanced Encryption Standard（AES）対称暗号化アルゴリズムをサポートしません。

SSH の設定
ここでは、次の設定情報について説明します。

• 設定時の注意事項（p.9-40）

• スイッチでの SSH 実行の設定（p.9-41）（必須）

• SSH サーバの設定（p.9-42）（スイッチを SSH サーバとして設定している場合にのみ必要）

設定時の注意事項

スイッチを SSH サーバまたは SSH クライアントとして設定するときは、次の注意事項に従ってく
ださい。

• SSHv1 サーバにより生成された RSA 鍵ペアは、SSHv2 サーバで使用できます。また、その逆
も可能です。

• SSH サーバがスタック マスター上で稼働中に、スタック マスターに障害が生じた場合、新し
いスタック マスターは直前のスタック マスターによって生成された RSA 鍵を使用します。
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• crypto key generate rsaグローバル コンフィギュレーション コマンドを入力したあと、CLI エ
ラー メッセージが表示される場合、RSA 鍵ペアは生成されていません。ホスト名およびドメイ
ンを再設定してから、crypto key generate rsaコマンドを入力してください。詳細については、
「スイッチでの SSH 実行の設定」（p.9-41）を参照してください。

• RSA 鍵ペアを生成するときに、[No host name specified] というメッセージが表示される場合
があります。表示される場合は、hostnameグローバル コンフィギュレーション コマンドを使
用して、ホスト名を設定する必要があります。

• RSA 鍵ペアを生成するときに、[No domain specified] というメッセージが表示される場合が
あります。表示される場合は、ip domain-name グローバル コンフィギュレーション コマンド
を使用して、IP ドメイン名を設定する必要があります。

• ローカルの AAA 方式を設定する場合は、コンソール上で AAA がディセーブルであることを確
認してください。

スイッチでの SSH 実行の設定

スイッチに SSH の実行を設定するには、次の手順を実行します。

1. Cisco.com から暗号化ソフトウェア イメージをダウンロードします。この手順は必須です。詳
細については、このリリースのリリース ノートを参照してください。

2. スイッチに、ホスト名および IP ドメイン名を設定します。この手順は、スイッチを SSH サー
バとして設定している場合にのみ実行します。

3. スイッチに RSA 鍵ペアを生成します。これにより自動的に SSH がイネーブルになります。こ
の手順は、スイッチを SSH サーバとして設定している場合にのみ実行します。

4. ローカルまたはリモート アクセスにユーザ認証を設定します。この手順は必須です。詳細につ
いては、「スイッチのローカル認証および許可の設定」（p.9-38）を参照してください。

ホスト名および IP ドメイン名を設定して、RSA 鍵ペアを生成するには、イネーブル EXEC モード
で次の手順を実行します。この手順は、スイッチを SSH サーバとして設定している場合に必要です。

RSA 鍵ペアを削除するには、crypto key zeroize rsaグローバル コンフィギュレーション コマンドを
使用します。RSA 鍵ペアを削除すると、SSH サーバは自動的にディセーブルになります。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 hostname hostname スイッチにホスト名を設定します。

ステップ 3 ip domain-name domain_name スイッチにホスト ドメインを設定します。

ステップ 4 crypto key generate rsa スイッチのローカルおよびリモート認証に関して、SSH サーバをイ
ネーブルにして、RSA 鍵ペアを生成します。

モジュール サイズを 1024 ビット以上にすることを推奨します。

RSA 鍵ペアを生成すると、モジュールの長さを入力するよう求めら
れます。モジュールの長さが長い方がセキュリティは高くなります

が、生成および使用に時間がかかります。

ステップ 5 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 show ip ssh

または

show ssh

SSH サーバのバージョンおよび設定情報を表示します。

スイッチ上の SSH サーバのステータスを表示します。

ステップ 7 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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SSH サーバの設定

SSH サーバを設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

デフォルトの SSH 制御パラメータに戻るには、no ip ssh {timeout | authentication-retries}グローバ
ル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 ip ssh version [1 | 2] （任意）スイッチに SSH バージョン 1 または 2 を実行するよう設定し
ます。

• 1 ― スイッチに SSH バージョン 1 を実行するよう設定します。

• 2 ― スイッチに SSH バージョン 2 を実行するよう設定します。

このコマンドを入力しない場合、またはキーワードを指定しない場

合は、SSH サーバにより SSH クライアントがサポートする最新の
SSH バージョンが選択されます。たとえば、SSH クライアントが
SSHv1 および SSHv2 をサポートしている場合、SSH サーバは SSHv2
を選択します。

ステップ 3 ip ssh {timeout seconds | 
authentication-retries number}

SSH 制御パラメータを設定します。

• タイムアウト値を秒単位で指定します。デフォルトでは 120 秒
です。指定できる範囲は 0 ～ 120 秒です。このパラメータは、
SSH ネゴシエーション フェーズに適用されます。接続が確立さ
れると、スイッチはデフォルトの CLI ベース セッションのタイ
ムアウト値を使用します。

デフォルトでは、複数の CLI ベース セッションに関する暗号化
SSH 接続を最大 5 つまで同時にネットワーク上で使用できます
（セッション 4 に対してセッション 0）。シェル実行が開始される
と、CLI ベース セッションのタイムアウト値がデフォルトの 10
分に戻ります。

• クライアントがサーバに対して再認証できる回数を指定しま

す。デフォルトは 3 で、指定できる範囲は 0 ～ 5 です。

両方のパラメータを設定する場合は、このステップを繰り返します。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show ip ssh

または

show ssh

SSH サーバのバージョンおよび設定情報を表示します。

スイッチ上の SSH サーバ接続のステータスを表示します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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SSH の設定およびステータスの表示
SSH サーバの設定およびステータスを表示するには、表 9-3に示されるイネーブル EXEC コマンド
の 1 つまたは複数を使用します。

これらのコマンドの詳細については、『Cisco IOS Security Command Reference』 Cisco IOS Release 12.2
の「Other Security Features」の章にある、「Secure Shell Commands」を参照してください。URL は次
のとおりです。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/fsecur_r/fothercr/srfssh.htm.

表 9-3 SSH サーバの設定およびステータスを表示するコマンド

コマンド 説明

show ip ssh SSH サーバのバージョンおよび設定情報を表示します。

show ssh SSH サーバのステータスを表示します。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/fsecur_r/fothercr/srfssh.htm
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スイッチの SSL HTTP の設定
ここでは、Secure Socket Layer（SSL）バージョン 3.0 の HTTP 1.1 サーバおよびクライアントに対す
るサポートを設定する方法について説明します。SSL は HTTP クライアント認証のほかに、サーバ
認証、暗号化、およびメッセージ保全を行い、セキュア HTTP 通信を実現します。この機能を使用
するには、スイッチに暗号化ソフトウェア イメージをインストールする必要があります。この機能
を使用し、Cisco.com から暗号化ソフトウェア ファイルをダウンロードするには、許可を取得する
必要があります。暗号化イメージの詳細については、このリリースのリリース ノートを参照してく
ださい。

ここでは、以下について説明します。

• セキュア HTTP サーバおよびクライアントの概要（p.9-44）

• セキュア HTTP サーバおよびセキュア HTTP クライアントの設定（p.9-46）

• セキュア HTTP サーバおよびセキュア HTTP クライアント ステータスの表示（p.9-50）

この章で使用されるコマンドの設定例および構文と使用方法の詳細については、Cisco IOS Release
12.2(15)T の「HTTPS - HTTP Server and Client with SSL 3.0」機能解説を参照してください。URL は
次のとおりです。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122newft/122t/122t15/ftsslsht.htm

セキュア HTTP サーバおよびクライアントの概要
セキュア HTTP 接続では、HTTP サーバの入出データは暗号化されてからインターネットに送信さ
れます。SSL 暗号化機能付き HTTP は、Web ブラウザからのスイッチの設定などの機能を実現する
セキュア接続を提供します。シスコによるセキュア HTTP サーバおよびセキュア HTTP クライアン
トの実装機能は、アプリケーションレイヤの暗号化による SSL バージョン 3.0 の実装機能を使用し
ます。HTTP over SSL は、省略して HTTPS といわれます。セキュア接続の URL は、http://ではな
く https://で始まります。

HTTP セキュア サーバ（スイッチ）の主な役割は、指定ポート（デフォルトの HTTPS ポートは 443）
上の HTTPS 要求を受信して、この要求を HTTP 1.1 Web サーバに渡すことです。HTTP 1.1 サーバ
は要求を処理して、HTTP セキュア サーバに応答（ページ）を戻します。入れ替わりに、HTTP セ
キュア サーバは元の要求に応答します。

HTTP セキュア クライアント（Web ブラウザ）の主な役割は、HTTPS User Agent サービスに対する
Cisco IOS アプリケーション要求に応答して、アプリケーションの HTTPS User Agent サービスを実
行し、アプリケーションに応答を戻すことです。

CA の信頼点

Certificate Authority（CA; 認証局）は証明書要求を管理して、加入しているネットワーク デバイス
に証明書を発行する管理局です。このサービスにより、加入しているデバイスは中央集中型のセ

キュリティ鍵および証明書管理が提供されます。特定の CA サーバを、信頼点と呼びます。

接続が試行されると、HTTPS サーバが指定の CA 信頼点から取得した認証済み X.509v3 証明書を発
行することにより、クライアントにセキュア接続を提供します。クライアント（通常、Web ブラウ
ザ）は次に、証明書を認証できる公開鍵を所有します。

セキュア HTTP 接続には、CA 信頼点を設定することを強く推奨します。HTTPS サーバが稼働する
デバイスに CA 信頼点が設定されていなければ、サーバは自動認証して、必要とされる RSA 鍵ペア
を生成します。自己認証（自己署名）証明書では十分なセキュリティが提供されないため、接続ク

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/fsecur_r/fothercr/srfssh.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122newft/122t/122t15/ftsslsht.htm
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ライアントは証明書が自己認証されたものであるという通知を生成し、ユーザがこの接続を許可ま

たは拒否するよう選択できます。このオプションは、内部ネットワーク トポロジー（テストなど）
に便利です。

CA 信頼点を設定していない場合にセキュア HTTP 接続をイネーブルにすると、セキュア HTTP サー
バ（またはクライアント）用の一時的または永続的に自己署名証明書が自動的に生成されます。

• スイッチにホスト名およびドメイン名が設定されていない場合は、一時的に自己署名証明書が

生成されます。スイッチが再起動する場合、一時的に自己署名証明書は失われ、新たに一時的

に自己署名された新しい証明書が割り当てられます。

• スイッチにホスト名およびドメイン名が設定されている場合、永続的に自己署名証明書が生成

されます。この証明書は、スイッチの再起動後またはセキュア HTTP サーバをディセーブルに
してもアクティブのままで、セキュア HTTP 接続を再度イネーブルにした場合もそのままです。

自己署名証明書が生成された場合、この情報は show running-config イネーブル EXEC コマンドの
出力に含まれます。次に、自己署名証明書を表示するコマンドの出力例の一部を示します。

Switch# show running-config
Building configuration...

（テキスト出力は省略）

crypto pki trustpoint TP-self-signed-3080755072
 enrollment selfsigned
 subject-name cn=IOS-Self-Signed-Certificate-3080755072
 revocation-check none
 rsakeypair TP-self-signed-3080755072
!
!
crypto ca certificate chain TP-self-signed-3080755072
 certificate self-signed 01
  3082029F 30820208 A0030201 02020101 300D0609 2A864886 F70D0101 04050030
  59312F30 2D060355 04031326 494F532D 53656C66 2D536967 6E65642D 43657274
  69666963 6174652D 33303830 37353530 37323126 30240609 2A864886 F70D0109
  02161743 45322D33 3535302D 31332E73 756D6D30 342D3335 3530301E 170D3933
  30333031 30303030 35395A17 0D323030 31303130 30303030 305A3059 312F302D

（テキスト出力は省略）

この自己署名証明書を削除するには、セキュア HTTP サーバをディセーブルにして、no crypto pki
trustpoint TP-self-signed-30890755072グローバル コンフィギュレーション コマンドを入力します。
セキュア HTTP サーバをあとで再度イネーブルにすると、新たに自己署名証明書が生成されます。

（注） TP self-signedのあとの値は、デバイスのシリアル番号により異なります。

オプションのコマンド（ip http secure-client-auth）を使用して、HTTPS サーバがクライアントから
の X.509v3 証明書を要求できるようにします。クライアントの認証は、サーバの自己認証よりも高
いセキュリティを実現します。

CA の詳細については、『Cisco IOS Security Configuration Guide』 Release 12.2 の「Configuring 
Certification Authority Interoperability」の章を参照してください。
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CipherSuite

CipherSuite は、SSL 接続で使用する暗号化アルゴリズムおよびダイジェスト アルゴリズムを指定し
ます。HTTPS サーバに接続する際、クライアント Web ブラウザは、サポート対象の CipherSuite の
リストを提供します。クライアントおよびサーバは、リスト上の両方のサポート対象 CipherSuite か
ら使用するのに最適な暗号化アルゴリズムをネゴシエートします。たとえば、Netscape Communicator
4.76 は RSA Public Key Cryptography、MD2、MD5、RC2-CBC、RC4、DES-CBC、および DES-EDE3-CBC
を使用して U.S.セキュリティをサポートします。

可能な限り最適な暗号化を実現するためには、Microsoft Internet Explorer Version 5.5（またはそれ以
降）または Netscape Communicator Version 4.76（またはそれ以降）などの 128 ビットの暗号化をサ
ポートするクライアント ブラウザを使用する必要があります。SSL_RSA_WITH_DES_CBC_SHA 
CipherSuite は 128 ビットの暗号化を行わないため、他の CipherSuite と同程度のセキュリティは提供
されません。

CipherSuite の安全性および複雑性が高度になると、処理時間が多少長く必要になります。次に、ス
イッチがサポートする CipherSuite を定義して、ルータ処理ロード（速度）が速いものから遅いもの
へランク付けしたリストを示します。

1. SSL_RSA_WITH_DES_CBC_SHA ― メッセージの暗号化には DES-CBC、メッセージ ダイジェ
ストには SHA を使用する RSA 鍵交換（RSA Public Key Cryptography）

2. SSL_RSA_WITH_RC4_128_MD5 ― メッセージ ダイジェストに RC4 128 ビット暗号化および
MD5 を使用する RSA 鍵交換

3. SSL_RSA_WITH_RC4_128_SHA ― メッセージ ダイジェストに RC4 128 ビット暗号化および
SHA を使用する RSA 鍵交換

4. SSL_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA ― メッセージの暗号化には 3DES および 
DES-EDE3-CBC、メッセージ ダイジェストには SHA を使用する RSA 鍵交換

RSA（指定された暗号化とダイジェスト アルゴリズム コンビネーションの連携）は、鍵生成およ
び SSL 接続上の認証の両方に使用されます。この使用方法は、CA 信頼点が設定されているかどう
かには依存しません。

セキュア HTTP サーバおよびセキュア HTTP クライアントの設定
ここでは、次の設定について説明します。

• SSL のデフォルト設定（p.9-46）

• SSL 設定時の注意事項（p.9-47）

• CA 信頼点の設定（p.9-47）

• セキュア HTTP サーバの設定（p.9-48）

• セキュア HTTP クライアントの設定（p.9-49）

SSL のデフォルト設定

標準の HTTP サーバはイネーブルに設定されています。

SSL はイネーブルです。

CA 信頼点は設定されていません。

自己署名証明書は生成されません。
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SSL 設定時の注意事項

SSL をスイッチ クラスタで使用する場合、SSL セッションはクラスタ コマンダで終了します。ク
ラスタ メンバー スイッチは、標準 HTTP を実行する必要があります。

CA 信頼点を設定する前に、システム クロックが設定されているか確認する必要があります。ク
ロックが設定されていない場合、証明書は不正な日時のため拒否されます。

Catalyst 3750 スイッチ スタックでは、SSL セッションはスタック マスターで終了します。

CA 信頼点の設定

セキュア HTTP 接続には、公式の CA 信頼点を設定することを強く推奨します。CA 信頼点は、自
己署名証明書より安全です。

CA 信頼点を設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を行います。

すべての ID 情報および CA に対応付けられた証明書を削除するには、no crypto ca trustpoint name
グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 hostname hostname スイッチのホスト名（事前にホスト名を設定していない場合にのみ

必要）を指定します。ホスト名は、セキュリティ鍵および証明書用

に必要です。

ステップ 3 ip domain-name domain-name スイッチの IP ドメイン名（事前に IP ドメイン名を設定していない
場合にのみ必要）を指定します。ドメイン名は、セキュリティ鍵お

よび証明書用に必要です。

ステップ 4 crypto key generate rsa （任意）RSA 鍵ペアを生成します。スイッチの証明書を取得するに
は、RSA 鍵ペアが必要です。RSA 鍵ペアは、自動的に生成されま
す。必要な場合、このコマンドを使用して鍵を再生成できます。

ステップ 5 crypto ca trustpoint name CA 信頼点のローカル コンフィギュレーション名を指定して、CA 信
頼点コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 6 enrollment url url スイッチが証明書要求を送信する URL を指定します。

ステップ 7 enrollment http-proxy host-name 
port-number

（任意）HTTP プロキシ サーバを経由して CA から証明書を取得する
ように、スイッチを設定します。

ステップ 8 crl query url ピアの証明書が失効していないことを確認するために、スイッチが

Certificate Revocation List（CRL; 証明書失効リスト）を要求するよう
設定します。

ステップ 9 primary （任意）CA 要求のためのプライマリ（デフォルト）信頼点として使
用する信頼点を指定します。

ステップ 10 exit CA 信頼点コンフィギュレーション モードを終了して、グローバル
コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 11 crypto ca authentication name CA の公開鍵を取得して、CA を認証します。ステップ 5 と同じ名前
を使用します。

ステップ 12 crypto ca enroll name 指定された CA 信頼点から証明書を取得します。このコマンドによ
り、各 RSA 鍵ペアのサイン済み証明書が要求されます。

ステップ 13 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 14 show crypto ca trustpoints 設定を確認します。

ステップ 15 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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セキュア HTTP サーバの設定

証明書に CA を使用している場合、HTTP サーバをイネーブルにする前に、前述の手順を使用して
スイッチに CA 信頼点を設定する必要があります。CA 信頼点が設定されていなければ、初めてセ
キュア HTTP サーバをイネーブルにするときに自己署名証明書が生成されます。サーバの設定後、
標準 HTTP サーバおよびセキュア HTTP サーバの両方に適用するオプション（パス、適用するアク
セス リスト、最大接続数、またはタイムアウト ポリシー）を設定できます。

セキュア HTTP サーバを設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

コマンド 説明

ステップ 1 show ip http server status （任意）セキュア HTTP サーバ機能がソフトウェアでサポートされて
いるかどうか判別するために、HTTP サーバのステータスを表示し
ます。出力中の次のどちらかの行が表示されます。

HTTP secure server capability: Present

または

HTTP secure server capability: Not present

ステップ 2 configure terminal 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。

ステップ 3  ip http secure-server HTTPS サーバがディセーブルの場合、これをイネーブルにします。
デフォルトでは、HTTPS サーバはイネーブルに設定されています。

ステップ 4  ip http secure-port port-number （任意）HTTPS サーバで使用されるポート番号を指定します。デフォ
ルトのポート番号は、443 です。有効なオプションは 443、または
1025 ～ 65535 の任意の数です。

ステップ 5  ip http secure-ciphersuite 
{[3des-ede-cbc-sha] [rc4-128-md5] 
[rc4-128-sha] [des-cbc-sha]}

（任意）HTTPS 接続で暗号化に使用される CipherSuite（暗号化アル
ゴリズム）を指定します。特定の CipherSuite を指定する理由がない
場合は、サーバおよびクライアントが、両方のサポート対象

CipherSuite をネゴシエーションするように許可する必要がありま
す。これはデフォルト設定です。

ステップ 6  ip http secure-client-auth （任意）HTTP サーバが、接続プロセス中に認証用にクライアントか
らの X.509v3 証明書を要求するように設定します。デフォルトでは、
クライアントがサーバからの証明書を要求しますが、サーバはこの

クライアントを認証しません。

ステップ 7 ip http secure-trustpoint name CA 信頼点を指定して、X.509v3 セキュリティ証明書を取得し、クラ
イアントの証明書接続を認証します。

（注） このコマンドの使用は、前述の手順に従って CA 信頼点が設
定済みであることを仮定しています。

ステップ 8 ip http path path-name （任意）HTML ファイル用のベースの HTTP パスを設定します。パス
は、ローカル システム（通常、システム フラッシュ メモリに存在
する）上の HTTP サーバ ファイルの場所を指定します。

ステップ 9 ip http access-class access-list-number （任意）HTTP サーバへのアクセスを許可するのに使用するアクセス
リストを指定します。

ステップ 10 ip http max-connections value （任意）HTTP サーバに許可された同時接続の最大数を設定します。
指定できる範囲は 1 ～ 16 で、デフォルトは 5 です。
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標準 HTTP サーバをディセーブルにするには、no ip http serverグローバル コンフィギュレーショ
ン コマンドを使用します。セキュア HTTP サーバをディセーブルにするには、
no ip http secure-serverグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。デフォルトの
設定に戻すには、no ip http secure-portおよび no ip http secure-ciphersuiteグローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。クライアント認証に関する要求を削除するには、
no ip http secure-client-authグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

Web ブラウザを使用してセキュア HTTP 接続を確認するには、https://URLと入力します。この URL
は、サーバ スイッチの IP アドレスまたはホスト名です。デフォルト ポート以外のポートを設定し
ている場合は、URL に続いてポート番号を指定する必要があります。次に例を示します。

https://209.165.129:1026

または

https://host.domain.com:1026

セキュア HTTP クライアントの設定

標準 HTTP クライアントおよびセキュア HTTP クライアントは、常にイネーブルです。セキュア
HTTP クライアントの認証には、CA が必要です。この手順では、事前にスイッチ上に CA 信頼点が
設定されていると仮定しています。CA 信頼点が設定されていなくて、リモート HTTPS サーバでク
ライアント認証が必要な場合、セキュア HTTP クライアントへの接続は失敗します。

セキュア HTTP クライアントを設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

ステップ 11 ip http timeout-policy idle seconds life 
seconds requests value

（任意）定義された環境で、HTTP サーバへの接続をオープンにして
おくことができる時間を指定します。

• idle ― データを受信していないか、応答データを送信できない
最大時間。指定できる範囲は 1 ～ 600 秒です。デフォルト値は
180 秒（3 分）です。

• life ― 接続を確立してからの最大時間。指定できる範囲は 1 ～
86400 秒（24 時間）です。デフォルト値は 180 秒です。

• requests ― 持続接続で処理される最大要求数。最大値は 86400
です。デフォルト値は 1 です。

ステップ 12 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 13 show ip http server secure status HTTP セキュア サーバのステータスを表示して、設定を確認します。

ステップ 14 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2  ip http client secure-trustpoint name （任意）リモート HTTP サーバがクライアント認証を要求する場合、
使用される CA 信頼点を指定します。このコマンドの使用は、前述
の手順に従って CA 信頼点が設定済みであることを仮定していま
す。クライアント認証が必要でない場合、またはプライマリ信頼点

が設定されている場合には、このコマンドはオプションになります。
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クライアントの信頼点設定を削除するには、no ip http client secure-trustpoint name を使用します。
クライアントに事前設定された CipherSuite 仕様を削除するには、no ip http client secure-ciphersuite
を使用します。

セキュア HTTP サーバおよびセキュア HTTP クライアント ステータスの表示
SSL セキュア サーバおよびクライアントのステータスを表示するには、次のイネーブル EXEC コマ
ンドを使用します（表 9-4を参照）。

ステップ 3  ip http client secure-ciphersuite 
{[3des-ede-cbc-sha] [rc4-128-md5] 
[rc4-128-sha] [des-cbc-sha]}

（任意）HTTPS 接続で暗号化に使用される CipherSuite（暗号化アル
ゴリズム）を指定します。特定の CipherSuite を指定する理由がない
場合は、サーバおよびクライアントが、両方のサポート対象の

CipherSuite をネゴシエートするように許可する必要があります。こ
れはデフォルト設定です。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show ip http client secure status HTTP セキュア サーバのステータスを表示して、設定を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明

表 9-4 SSH セキュア サーバおよびクライアントのステータスを表示するコマンド

コマンド 説明

show ip http client secure status HTTP セキュア クライアントの設定を表示します。

show ip http server secure status HTTP セキュア サーバの設定を表示します。

show running-config セキュア HTTP 接続用に生成された自己署名証明書を表
示します。
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SCP のためのスイッチ設定
Secure Copy Protocol（SCP）機能では、スイッチ設定またはスイッチ イメージ ファイルをセキュア
な認証方法でコピーすることができます。SCP は、SSH に依存します。SSH は、Berkeley r-tool を
セキュアにしたアプリケーションおよびプロトコルです。

SSH を動作させるには、RSA の公開鍵と秘密鍵のペアがスイッチで必要です。セキュアな転送のた
めに SSH に依存している SCP も、同様です。

SSH は AAA 認証にも依存しており、SCP も AAA 認証に依存しているので、正しい設定が必要に
なります。

• SCP をイネーブルにする前に、SSH、認証、許可をスイッチで正しく設定する必要があります。

• SCP はセキュアな転送のために SSH に依存するので、ルータでは RSA 鍵ペアが必要です。

（注） SCP を使用する場合は、copy コマンドにパスワードを入力することはできません。プロンプトが
表示されてから、パスワードを入力する必要があります。

セキュア コピーについて

セキュア コピー機能を設定するには、以下の概念を理解する必要があります。

SCP の動作は Berkeley r-tools スイートに由来する RCP に似ていますが、SCP のセキュリティは SSH
に依存します。また、SCP では AAA 認証が設定されていなければならないため、ルータはユーザ
が適切な権限レベルを持っているかどうかを判断することができます。

適切な権限を持つユーザは SCP を使用して、Cisco IOS File System（IFS）とスイッチ間で copy コマ
ンドにより、ファイルをコピーすることができます。許可された管理者は、ワークステーションか

らコピーすることもできます。

SCP の設定方法および確認方法については、次の URL にある『Cisco IOS New Features』 Cisco IOS
Release 12.2 の「Secure Copy Protocol」の章を参照してください。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122newft/122t/122t2/ftscp.htm
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10

IEEE 802.1x ポートベースの認証の設
定

この章では、Catalyst 3750 スイッチで IEEE 802.1x ポートベースの認証を設定する方法について説
明します。IEEE 802.1x を使用すると、不正なデバイス（クライアント）がネットワークにアクセ
スするのを防止できます。特に明記しないかぎり、スイッチという用語はスタンドアロン スイッチ
およびスイッチ スタックを意味します。

（注） この章で使用されるコマンドの完全な構文および使用方法の詳細については、『Cisco IOS Security 
Commmand Reference』 Release 12.2 の「RADIUS Commands」、およびこのリリースのコマンド リファ
レンスを参照してください。

この章で説明する内容は、次のとおりです。

• IEEE 802.1x ポートベースの認証の概要（p.10-2）

• IEEE 802.1x 認証の設定（p.10-16）

• IEEE 802.1x 統計情報およびステータスの表示（p.10-32）
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IEEE 802.1x ポートベースの認証の概要
IEEE 802.1x 規格は、クライアント / サーバ ベースのアクセス制御と認証プロトコルについて定義
し、適切に認証されていない場合、不正なクライアントが公的にアクセス可能なポートを介して

LAN に接続するのを制限します。認証サーバは、スイッチ ポートに接続された各クライアントを
認証してから、スイッチまたは LAN が提供するサービスを利用できるようにします。

クライアントが認証されるまでは、IEEE 802.1x アクセス制御によって、クライアントに接続した
ポートを経由する Extensible Authentication Protocol over LAN（EAPOL）、Cisco Discovery Protocol
（CDP）、および Spanning-Tree Protocol（STP; スパニング ツリー プロトコル）トラフィックだけを
許可します。認証が成功すると、通常のトラフィックがポートを通過できます。

ここでは、IEEE 802.1x ポートベース認証について説明します。

• デバイスの役割（p.10-2）

• 認証の開始とメッセージ交換（p.10-3）

• 許可ステートおよび無許可ステートのポート（p.10-4）

• IEEE 802.1x アカウンティング（p.10-5）

• IEEE 802.1x アカウンティングのアトリビュートと値のペア（p.10-6）

• IEEE 802.1x ホスト モード（p.10-7）

• IEEE 802.1x とポート セキュリティの使用方法（p.10-7）

• IEEE 802.1x と音声 VLAN ポートの使用方法（p.10-8）

• IEEE 802.1x と VLAN 割り当ての使用方法（p.10-9）

• IEEE 802.1x とゲスト VLAN の使用方法（p.10-10）

• IEEE 802.1x と制限付き VLAN の使用方法（p.10-11）

• IEEE 802.1x とアクセス不能認証バイパスの併用（p.10-12）

• IEEE 802.1x と Wake-on-LAN の使用方法（p.10-13）

• IEEE 802.1x とユーザ単位 ACL の使用方法（p.10-13）

• IEEE 802.1x とスイッチ スタック（p.10-15）

デバイスの役割

IEEE 802.1x ポートベース認証を使用する場合、ネットワーク内のデバイスには図 10-1のような特
定の役割が割り当てられます。

図 10-1 IEEE 802.1x デバイスの役割

10
12

29

RADIUS
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• クライアント ― LAN およびスイッチへのアクセスを要求して、スイッチからの要求に応答す
るデバイス（ワークステーション）。ワークステーションでは、Microsoft Windows XP オペレー
ティング システムなど、IEEE 802.1x 準拠のクライアント ソフトウェアが稼働する必要があり
ます（クライアントは、IEEE 802.1x 規格のサプリカントになります）。

（注） Windows XP ネットワーク接続および IEEE 802.1x 認証の問題を解決するには、次の
URL にアクセスして Microsoft Knowledge Base の項目を参照してください。
http://support.microsoft.com/support/kb/articles/Q303/5/97.ASP

• 認証サーバ ― 実際にクライアントの認証を行います。認証サーバは、クライアントの ID を確
認し、クライアントの LAN およびスイッチ サービスへのアクセスを許可するかどうかをス
イッチに通知します。スイッチはプロキシとして機能するので、認証サービスはクライアント

にトランスペアレントです。このリリースでサポートされている認証サーバは、Extensible
Authentication Protocol（EAP）拡張機能を装備した RADIUS セキュリティ システムだけです。
これは、Cisco Secure Access Control Server バージョン 3.0 以上に対応しています。RADIUS は、
RADIUS サーバと 1 つまたは複数の RADIUS クライアント間で安全な認証情報が交換されるク
ライアント /サーバ モデルで動作します。

• スイッチ（エッジ スイッチまたは無線アクセス ポイント） ― クライアントの認証ステータス
に基づいてネットワークへの物理的なアクセスを制御します。スイッチは、クライアントと認

証サーバとの間の媒介（プロキシ）として機能し、クライアントに ID 情報を要求し、その情
報を認証サーバで確認し、クライアントに応答をリレーします。スイッチには RADIUS クライ
アントが組み込まれています。RADIUS クライアントは、EAP フレームのカプセル化 /カプセ
ル化解除、および認証サーバとの相互作用の役割を果たします。

スイッチが EAPOL フレームを受信して認証サーバにリレーすると、イーサネット ヘッダーが
取り除かれ、残りの EAP フレームが RADIUS 形式で再度カプセル化されます。EAP フレーム
はカプセル化の間は変更が行われず、認証サーバはネイティブのフレーム形式で EAP をサポー
トする必要があります。スイッチが認証サーバからフレームを受信すると、サーバのフレーム

ヘッダーが削除され、EAP フレームが残ります。これがイーサネット用にカプセル化されてク
ライアントに送信されます。

媒介として機能できるデバイスには、Catalyst 3750、Catalyst 3560、Catalyst 3550、Catalyst 2970、
Catalyst 2960、Catalyst 2955、Catalyst 2950、Catalyst 2940 スイッチ、または無線アクセス ポイ
ントがあります。これらのデバイスは、RADIUS クライアントおよび IEEE 802.1x をサポート
するソフトウェアを実行している必要があります。

認証の開始とメッセージ交換

スイッチまたはクライアントは、認証を開始できます。dot1x port-control auto インターフェイス
コンフィギュレーション コマンドを使用してポート上で認証をイネーブルにする場合、スイッチ
は、ポートのリンク ステートがダウンからアップに変更されたときに認証を開始します。または
ポートがアップおよび未認証のままであるかぎり、定期的に認証が行われます。スイッチは、クラ

イアントに EAP 要求 /アイデンティティ フレームを送信して、クライアントの ID を要求します。
フレームの受信後、クライアントは EAP 応答 /アイデンティティ フレームで応答します。

ただし、起動中にクライアントがスイッチから EAP 要求 / アイデンティティ フレームを受信しな
い場合は、クライアントは、EAPOL 開始フレームを送信して認証を開始できます。これにより、ス
イッチはクライアントのアイデンティティを要求するようになります。
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（注） ネットワーク アクセス デバイスで IEEE 802.1x がイネーブルになっていないかサポートされてい
ない場合は、クライアントからの EAPOL フレームはすべて廃棄されます。認証の開始を 3 回試行
してもクライアントが EAP 要求 / アイデンティティ フレームを受信しない場合は、クライアント
は、ポートが許可ステートであるものとしてフレームを送信します。許可ステートにあるポート

は、事実上クライアントが正常に認証されたということです。詳細については、「許可ステートお

よび無許可ステートのポート」（p.10-4）を参照してください。

クライアントがそのアイデンティティを供給すると、スイッチは媒介としての役割を開始し、認証

が成功または失敗するまでクライアントと認証サーバとの間で EAP フレームを受け渡します。認
証が成功すると、スイッチのポートは許可された状態になります。詳細については、「許可ステー

トおよび無許可ステートのポート」（p.10-4）を参照してください。

特定の EAP フレーム交換は、使用される認証方式に依存します。図 10-2に、RADIUS サーバで One
Time Password（OTP; ワンタイム パスワード）認証方式を使用するクライアントによって開始され
るメッセージ交換を示します。

図 10-2 メッセージ交換

許可ステートおよび無許可ステートのポート

スイッチ ポートのステートによって、スイッチはクライアントのネットワーク アクセスを許可で
きるかを判断します。ポートは、無許可ステートで開始します。このステートにある間は、音声

VLAN（仮想 LAN）ポートとして設定されていないポートは、IEEE 802.1x、CDP、STP パケットを
除く入力トラフィックおよび出力トラフィックをすべて許可しません。クライアントが正常に認証

されると、ポートは許可ステートに変更され、そのクライアントへのすべてのトラフィックは通常

のフローが許可されます。ポートが音声 VLAN ポートとして設定されている場合、クライアントが
正常に認証される前に、ポートは Voice over IP（VoIP）トラフィックおよび IEEE 802.1x プロトコ
ル パケットを許可します。
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IEEE 802.1x をサポートしないクライアントが無許可の IEEE 802.1x ポートに接続している場合は、
スイッチはクライアントにアイデンティティを要求します。この場合、クライアントは要求に応答

できないので、ポートは無許可ステートのままで、クライアントはネットワーク アクセスが許可さ
れません。

対照的に、IEEE 802.1x 対応クライアントが IEEE 802.1x 規格を実行していないポートに接続してい
る場合、クライアントは EAPOL 開始フレームを送信して認証プロセスを開始します。応答が得ら
れなかった場合、クライアントは要求を一定の回数だけ送信します。応答が得られないので、クラ

イアントはポートが許可ステートにあるものとしてフレームの送信を開始します。

ポートの許可ステートを制御するには、dot1x port-controlインターフェイス コンフィギュレーショ
ン コマンドと以下のキーワードを使用します。

• force-authorized ― IEEE 802.1x 認証をディセーブルにして、認証情報の交換を要求せずにポー
トを許可ステートに変更します。ポートは、クライアントの IEEE 802.1x ベースの認証なしで
通常のトラフィックを送受信します。これがデフォルト設定です。

• force-unauthorized ― ポートを無許可ステートのままにし、クライアントが認証を試みてもす
べて無視します。スイッチは、ポートを介してクライアントに認証サービスを提供できません。

• auto ― IEEE 802.1x 認証をイネーブルにして、ポートに無許可ステートで開始させ、EAPOL フ
レームだけがポート経由で送受信できるようにします。ポートのリンク ステートがダウンから
アップに変更されるか、EAPOL 開始フレームを受信すると、認証プロセスが開始されます。ス
イッチは、クライアントのアイデンティティを要求し、クライアントと認証サーバ間で認証

メッセージのリレーを開始します。スイッチはネットワークにアクセスしようとする各クライ

アントを、クライアントの MAC（メディア アクセス制御）アドレスを使用して一意に識別し
ます。

クライアントが正常に認証されると（認証サーバから Accept フレームを受信すると）、ポートが許
可ステートに変わり、認証されたクライアントのフレームはすべてそのポート経由で送受信を許可

されます。認証が失敗した場合は、ポートは無許可ステートのままですが、認証を再試行できます。

認証サーバにアクセスできない場合、スイッチは要求を再送信できます。指定された試行回数のあ

とでもサーバから応答が得られない場合は、認証が失敗し、ネットワーク アクセスは許可されませ
ん。

クライアントはログオフすると EAPOL ログオフ メッセージを送信します。これにより、スイッチ
ポートは無許可ステートに変更されます。

ポートのリンク ステートがアップからダウンに変更された場合、または EAPOL ログオフ フレーム
を受信した場合は、ポートは無許可ステートに戻ります。

IEEE 802.1x アカウンティング
IEEE 802.1x 標準では、ネットワークへのユーザのアクセスを許可および認証する方法を定義しま
す。ただし、ネットワーク使用については監視しません。IEEE 802.1x アカウンティングは、デフォ
ルトでディセーブルです。IEEE 802.1x アカウンティングをイネーブルにすると、次のアクティビ
ティを IEEE 802.1x 対応のポート上でモニタできます。

• 正常にユーザを認証します。

• ユーザがログ オフします。

• リンクダウンが発生します。

• 再認証が正常に行われます。

• 再認証が失敗します。

スイッチは IEEE 802.1x アカウンティング情報を記録しません。代わりに、スイッチはこの情報を
RADIUS サーバに送信します。RADIUS サーバはアカウンティング メッセージを記録するよう設定
する必要があります。
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IEEE 802.1x アカウンティングのアトリビュートと値のペア
RADIUS サーバに送信された情報は、アトリビュートと値（AV）ペアという形式で表されます。
AV ペアは、さまざまなアプリケーションにデータを提供します。たとえば課金アプリケーション
では、RADIUS パケットの Acct-Input-Octets アトリビュートまたは Acct-Output-Octets アトリビュー
トの情報が必要となることがあります。

AV ペアは、IEEE 802.1x アカウンティング用に設定されたスイッチによって自動的に送信されま
す。スイッチでは、次の 3 種類の RADIUS アカウンティング パケットが送信されます。

• START ― 新しいユーザ セッションの開始時に送信

• INTERIM ― 既存セッション中、アップデートのために送信

• STOP ― セッションの終了時に送信

表 10-1に、AV ペアおよび各ペアがスイッチによって送信されるか否かを示します。

スイッチによって送信されている AV ペアを表示するには、debug radius accounting イネーブル
EXEC コマンドを入力します。このコマンドの詳細については、次の URL の『Cisco IOS Debug
Command Reference』 Release 12.2 を参照してください。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122sup/122debug

AV ペアの詳細については、RFC 3580 『IEEE 802.1X Remote Authentication Dial In User Service 
(RADIUS) Usage Guidelines』を参照してください。

表 10-1 アカウンティング AVペア

アトリビュート番号 AV ペア名 START INTERIM STOP

Attribute[1] User-Name 常に送信 常に送信 常に送信

Attribute[4] NAS-IP-Address 常に送信 常に送信 常に送信

Attribute[5] NAS-Port 常に送信 常に送信 常に送信

Attribute[8] Framed-IP-Address 送信なし 一部送信1

1. 有効な Dynamic Host Control Protocol（DHCP;動的ホスト制御プロトコル）バインディングが、DHCPスヌーピン
グ バインディング テーブルのホスト用に存在する場合に限って、Framed-IP-Address AVペアは送信されます。

一部送信 1

Attribute[25] Class 常に送信 常に送信 常に送信

Attribute[30] Called-Station-ID 常に送信 常に送信 常に送信

Attribute[31] Calling-Station-ID 常に送信 常に送信 常に送信

Attribute[40] Acct-Status-Type 常に送信 常に送信 常に送信

Attribute[41] Acct-Delay-Time 常に送信 常に送信 常に送信

Attribute[42] Acct-Input-Octets 送信なし 送信なし 常に送信

Attribute[43] Acct-Output-Octets 送信なし 送信なし 常に送信

Attribute[44] Acct-Session-ID 常に送信 常に送信 常に送信

Attribute[45] Acct-Authentic 常に送信 常に送信 常に送信

Attribute[46] Acct-Session-Time 送信なし 送信なし 常に送信

Attribute[49] Acct-Terminate-Cause 送信なし 送信なし 常に送信

Attribute[61] NAS-Port-Type 常に送信 常に送信 常に送信

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122sup/122debug
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IEEE 802.1x ホスト モード
IEEE 802.1x ポートは、単一ホスト モードまたは複数ホスト モードに設定できます。単一ホスト
モード（図 10-1 [p.10-2] を参照）では、IEEE 802.1x 対応のスイッチ ポートに接続できるクライア
ントは 1 台だけです。スイッチは、ポートのリンク ステートがアップに変化すると、EAPOL フレー
ムを送信してクライアントを検出します。クライアントがログオフするか、別のクライアントに交

換されると、スイッチはポートのリンク ステートをダウンに変更し、ポートは無許可ステートに戻
ります。

複数ホスト モードでは、単一の IEEE 802.1x 対応ポートに複数のホストを接続できます。図 10-3
（p.10-7）に、無線 LAN における IEEE 802.1x ポートベースの認証を示します。このモードでは、接
続クライアントのいずれか 1 つだけが許可されれば、すべてのクライアントがネットワーク アクセ
スを許可されます。ポートが無許可になると（再認証が失敗するか、EAPOL ログオフ メッセージ
を受信する）、スイッチは、接続しているすべてのクライアントに対してネットワーク アクセスを
拒否します。このトポロジーでは、無線アクセス ポイントは、接続しているクライアントを認証す
る役割があり、スイッチに対してクライアントとしても機能します。

複数ホスト モードがイネーブルの場合、IEEE 802.1x をポートの認証に使用して、クライアントを
含むすべての MAC アドレスへのネットワーク アクセスをポート セキュリティが管理します。

図 10-3 複数ホスト モードの例

IEEE 802.1x とポート セキュリティの使用方法
単一ホスト モードまたは複数ホスト モードのどちらかで、IEEE 802.1x ポートおよびポート セキュ
リティを設定できます（switchport port-securityインターフェイス コンフィギュレーション コマン
ドを使用してポートにポート セキュリティを設定する必要があります）。ポート上のポート セキュ
リティと IEEE 802.1x をイネーブルにすると、IEEE 802.1x がポートを認証し、ポート セキュリティ
がクライアントの MAC アドレスを含むすべての MAC アドレスについてネットワーク アクセスを
管理します。この場合、IEEE 802.1x ポートを介してネットワークへアクセスできるクライアント
の数とグループを制限できます。

たとえば、スイッチにおいて、IEEE 802.1x とポート セキュリティの間には次のような相互作用が
あります。

• クライアントが認証され、ポート セキュリティ テーブルがいっぱいになっていなければ、ク
ライアントの MAC アドレスがセキュア ホストのポート セキュリティ リストに追加されます。
追加されると、ポートが通常どおりアクティブになります。

クライアントが認証されてポート セキュリティが手動で設定されると、セキュア ホスト テー
ブル内のエントリが保証されます（ポート セキュリティのスタティック エージングがイネー
ブルになっていない場合）。
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クライアントが認証されてもセキュリティ テーブルがいっぱいの場合は、セキュア違反が発生
します。これは、セキュア ホストの最大数がスタティックに設定されているか、またはセキュ
ア ホスト テーブルでのクライアントの有効期限が切れた場合に発生します。クライアントの
アドレスの有効期限が切れた場合、そのクライアントのセキュア ホスト テーブルの位置は他
のホストに取って代わられます。

最初の認証ホストによってセキュリティ違反が引き起こされた場合、ポートは errdisable とな
り、すぐにシャットダウンされます。

ポート セキュリティ違反モードは、セキュリティ違反の動作を判別します。詳細については、
「セキュリティ違反」（p.25-11）を参照してください。

• no switchport port-security mac-address mac-addressインターフェイス コンフィギュレーション
コマンドを使用して、IEEE 802.1x クライアントのアドレスをポート セキュリティ テーブルか
ら手動で削除した場合は、dot1x re-authenticate interface interface-idイネーブル EXEC コマンド
を使用して IEEE 802.1x クライアントを再認証する必要があります。

• IEEE 802.1x クライアントがログオフすると、ポートが無許可ステートに変更され、クライアン
トのエントリを含むセキュア ホスト テーブル内のすべてのダイナミック エントリがクリアさ
れます。ここで通常の認証が実行されます。

• ポートが管理上の理由からシャットダウンされる場合、ポートは無許可ステートになり、すべ

てのダイナミック エントリはセキュア ホスト テーブルから削除されます。

• ポート セキュリティと音声 VLAN は、単一ホストまたは複数ホスト モードのどちらかで、IEEE
802.1x ポートに同時に設定できます。ポート セキュリティは、Voice VLAN Identifier（VVID;
音声 VLAN ID）と Port VLAN Identifier（PVID; ポート VLAN ID）の両方に適用されます。

スイッチのポート セキュリティをイネーブルにする方法の詳細については、「ポート セキュリティ
の設定」（p.25-10）を参照してください。

IEEE 802.1x と音声 VLAN ポートの使用方法
音声 VLAN ポートは、2 つの VLAN ID に関連付けられた特殊なアクセス ポートです。

• IP Phone の入出音声トラフィックを搬送するための VVID。VVID は、ポートに接続されている
IP Phone を設定するために使用されます。

• IP Phone を通じてスイッチと接続しているワークステーションの入出データ トラフィックを搬
送するための PVID。PVID は、ポートのネイティブ VLAN です。

Cisco IOS Release 12.1(14)EA1 より前のリリースでは、単一ホスト モードのスイッチは単一ホスト
からのトラフィックのみを受け取り、音声トラフィックは受信できませんでした。複数ホスト モー
ドでは、スイッチはクライアントがプライマリ VLAN 上で認証されるまで音声トラフィックを受け
取れなかったため、IP Phone はユーザがログインするまで動作不能でした。

Cisco IOS Release 12.1(14)EA1 以上では、IP Phone は、ポートのステートに対する許可に関わらず、
音声トラフィック用として VVID を使用します。これによって、IP Phone は IEEE 802.1x 認証とは
独立して動作できます。

単一ホスト モードでは、音声 VLAN で許可されるのは IP Phone だけです。複数ホスト モードでは、
PVID 上でサプリカントが認証されてから、追加のクライアントが音声 VLAN 上でトラフィックを
送信できます。複数ホスト モードがイネーブルの場合、サプリカント認証は PVID および VVID の
両方に影響します。

リンクが存在していれば音声 VLAN ポートはアクティブになり、IP Phone からの最初の CDP メッ
セージを受け取るとデバイスの MAC アドレスが明らかになります。Cisco IP Phone は、他のデバイ
スからの CDP メッセージをリレーしません。そのため、複数の IP Phone が直列で接続されても、ス
イッチは自身に直接接続された IP Phone しか認識しません。音声 VLAN ポートで IEEE 802.1x をイ
ネーブルにすると、スイッチは 2 ホップ以上離れた認識されていない IP Phone からのパケットを廃
棄します。
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IEEE 802.1x をポートでイネーブルにすると、音声 VLAN と同じようにポート VLAN を設定できま
せん。

（注） 音声 VLAN が設定されていて Cisco IP Phone が接続されているアクセス ポートで IEEE 802.1x をイ
ネーブルにする場合、Cisco IP Phone とスイッチとの接続が最大 30 秒切断されます。

音声 VLAN の詳細については、第 15 章「音声 VLAN の設定」を参照してください。

IEEE 802.1x と VLAN 割り当ての使用方法
Cisco IOS Release 12.1(14)EA1 より古いリリースでは、IEEE 802.1x ポートが認証されると、RADIUS
サーバがデータベースから許可済み VLAN の情報を返しても、そのポートは自身に設定されたアク
セス VLAN に対して許可されました。アクセス VLAN は、アクセス ポートに割り当てられた VLAN
であり、このポートとの間で送受信されたすべてのパケットは、この VLAN に属しています。

ただし、Cisco IOS Release 12.1(14)EA1 以上のリリースでは、スイッチは IEEE 802.1x と VLAN 割り
当てをサポートしています。ポートの IEEE 802.1x 認証が成功すると、RADIUS サーバは、スイッ
チ ポートを設定するために VLAN 割り当てを送信します。RADIUS サーバのデータベースは、ユー
ザ名 /VLAN のマッピングを維持します。この対応では、スイッチ ポートに接続するクライアント
のユーザ名に基づいて VLAN を割り当てています。この機能を使用して、特定ユーザのネットワー
ク アクセスを制限できます。

スイッチと RADIUS サーバを設定する場合、IEEE 802.1x と VLAN 割り当てには次の特性がありま
す。

• RADIUS サーバが VLAN を割り当てていないか、または IEEE 802.1x 許可がディセーブルの場
合、認証が成功したあとにポートはアクセス VLAN に設定されます。

• IEEE 802.1x 許可がイネーブルでも、RADIUS サーバからの VLAN 情報が有効でない場合には、
ポートは無許可ステートに戻り、設定済みのアクセス VLAN 内に留まります。これにより、設
定エラーによって不適切な VLAN 上にポートが突然現れることを防ぎます。

設定エラーには、ルーテッド ポートへの VLAN の指定、間違った VLAN ID、存在しないまた
は内部（ルーテッド ポートの）の VLAN ID、あるいは音声 VLAN ID への割り当て試行、など
があります。

• IEEE 802.1x 許可がイネーブルで RADIUS サーバからのすべての情報が有効の場合、ポートは
認証が成功した後、指定された VLAN に配置されます。

• IEEE 802.1x ポートで複数ホスト モードがイネーブルの場合は、全てのホストが最初に認証さ
れたホストと同じ VLAN（RADIUS サーバによって指定された）に配置されます。

• IEEE 802.1x とポート セキュリティがポート上でイネーブルの場合は、そのポートは RADIUS
サーバによって割り当てられた VLAN に配置されます。

• IEEE 802.1x がポートでディセーブルの場合は、設定済みのアクセス VLAN に戻ります。

ポートが強制許可（force authorized）、強制無許可（force unauthorized）、無許可、シャットダウンの
いずれかのステートの場合、そのポートは設定済みのアクセス VLAN に配置されます。

IEEE 802.1X ポートが認証され、RADIUS サーバによって割り当てられた VLAN に配置された場合、
ポートのアクセス VLAN 設定への変更は反映されません。

VLAN 割り当て機能付きの IEEE 802.1x は、トランク ポート、ダイナミック ポート、または VLAN
Membership Policy Server（VMPS;VLAN メンバーシップ ポリシー サーバ）を使用したダイナミック
アクセス ポート割り当てではサポートされていません。



第 10章      IEEE 802.1x ポートベースの認証の設定
IEEE 802.1x ポートベースの認証の概要

10-10
Catalyst 3750 スイッチ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

78-16180-06-J

VLAN 割り当てを設定するには、次の作業を実行する必要があります。

• network キーワードを使用して AAA 許可をイネーブルにし、RADIUS サーバからのインター
フェイス設定を可能にします。

• IEEE 802.1x をイネーブルにします。（VLAN 割り当て機能は、アクセス ポートに IEEE 802.1x
が設定されると自動的にイネーブルになります）。

• RADIUS サーバにベンダー固有のトンネル アトリビュートを割り当てます。RADIUS サーバは
次のアトリビュートをスイッチに戻さなければなりません。

－ [64] トンネル タイプ = VLAN

－ [65] トンネル メディア タイプ = 802

－ [81] トンネル プライベート グループ ID = VLAN 名または VLAN ID

アトリビュート [64] は、値 VLAN（type 13）でなければなりません。アトリビュート [65] は、
値 802（type 6）でなければなりません。アトリビュート [81] には、IEEE 802.1x 認証ユーザに
割り当てられた VLAN 名または VLAN IDを指定します。

トンネル アトリビュートの例については、「ベンダー固有の RADIUS アトリビュート用にスイッチ
を設定する方法」（p.9-30）を参照してください。

IEEE 802.1x とゲスト VLAN の使用方法
スイッチ上の各 IEEE 802.1x ポートにゲスト VLAN を設定し、クライアントへのサービスを限定で
きます（たとえば、IEEE 802.1x クライアントのダウンロードなど）。これらのクライアントは IEEE
802.1x 認証対応のシステムにアップグレードされている場合もあれば、Windows 98 システムなどの
一部のホストは IEEE 802.1x に対応していない場合もあります。

IEEE 802.1x ポート上でゲスト VLAN をイネーブルにすると、スイッチが EAP 要求 /アイデンティ
ティ フレームに対する応答を受信していない場合、またはクライアントが EAPOL パケットを送信
していない場合に、スイッチがゲスト VLAN にクライアントを割り当てます。

Cisco IOS Release 12.2(25)SE1より古いリリースでは、インターフェイスで EAPOL パケットが検出
されたかどうかに関わらず、スイッチは EAPOL パケット履歴を維持せずに、ゲスト VLAN への認
証アクセスに失敗したクライアントを許可していました。dot1x guest-vlan supplicantグローバル コ
ンフィギュレーション コマンドを使用すると、このオプション動作をイネーブルにできます。

Cisco IOS Release 12.2(25)SE以降のリリースでは、スイッチは EAPOL パケット履歴を維持します。
リンクの存続時間中に EAPOL パケットがインターフェイスで検出されると、スイッチはインター
フェイスに接続されているデバイスが IEEE 802.1x 対応のサプリカントであると判断し、インター
フェイスはゲスト VLAN ステートに変更されません。インターフェイスのリンク ステータスがダ
ウンになると、EAPOL 履歴は消去されます。インターフェイスで EAPOL パケットが検出されない
場合は、インターフェイスはゲスト VLAN ステートに移行します。

（注） インターフェイスがゲスト VLAN に移行したあとに EAPOL パケットが検出されると、インター
フェイスは無許可ステートに戻り、802.1x 許可が再開されます。

スイッチ ポートがゲスト VLAN に移動された場合には、IEEE 802.1x 非対応クライアントにアクセ
スが許可されます。IEEE 802.1x 対応のクライアントが、ゲスト VLAN が設定されているポートと
同じポートに結合すると、そのポートはユーザ設定済みのアクセス VLAN 内で無許可ステートに移
行し、認証がやり直されます。

ゲスト VLAN は、単一ホストまたは複数ホスト モードの IEEE 802.1x ポートでサポートされていま
す。
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RSPAN VLAN、プライベート VLAN、または音声 VLAN を除き、任意のアクティブ VLAN を IEEE
802.1x ゲスト VLAN として設定できます。ゲスト VLAN 機能は、内部 VLAN（ルーテッド ポート）
またはトランク ポートではサポートされていません。アクセス ポート上でのみサポートされます。

詳細については、「ゲスト VLAN の設定」（p.10-26）を参照してください。

IEEE 802.1x と制限付き VLAN の使用方法
ゲスト VLAN にアクセスできないクライアント向けに、限定されたサービスを提供するために、ス
イッチ スタックまたはスイッチの各 IEEE 802.1x ポートに対して制限付き VLAN（認証失敗 VLAN
と呼ばれることもあります）を設定できます。これらのクライアントは IEEE 802.1x に準拠してい
て、認証プロセスに失敗したために他の VLAN にアクセスできません。制限付き VLAN を使用す
ると、ユーザは認証サーバ内に有効な証明書を持たなくても（一般に企業への訪問者）、限定され

たサービスにアクセスできます。管理者は制限付き VLAN で使用可能なサービスを制御できます。

（注） ゲスト VLAN と制限付き VLAN の両方に同一のサービスを提供する場合は、VLAN を両タイプ用
に設定できます。

この機能を使用しない場合は、クライアントは認証の試行と失敗を何度も繰り返し、スイッチ ポー
トはスパニングツリー ブロッキング ステートのままになります。この機能を使用すると、指定さ
れた回数の認証試行（デフォルト値は 3 回）のあと、スイッチ ポートが制限付き VLAN になるよ
うに設定できます。

認証サーバはクライアントの認証失敗回数をカウントします。カウントが、設定されている認証試

行の最大回数を超過すると、ポートは制限付き VLAN に移行します。失敗試行のカウントは、
RADIUS サーバが EAP failure を返すかまたは EAP パケットのない空の応答を返すと、増分されま
す。ポートが制限付き VLAN に移行すると、失敗試行カウンタはリセットされます。

認証に失敗したユーザは、次の再認証試行まで制限付き VLAN に残ります。制限付き VLAN 内の
ポートは、設定された間隔（デフォルトは 60 秒）で再認証を試みます。再認証が失敗すると、ポー
トは制限付き VLAN のままとなります。再認証が成功すると、ポートは設定済み VLAN または
RADIUS サーバから通知された VLAN に移行します。再認証はディセーブルにできます。ディセー
ブルにすると、ポートが link down または EAP logoff イベントを受信した場合にのみ認証プロセスが
再開されます。クライアントがハブ経由で接続される可能性がある場合は、再認証をイネーブルに

しておくことを推奨します。クライアントがハブから切り離されたときに、ポートは link down ま
たは EAP logoff  イベントを受信できない可能性があります。

ポートが制限付き VLAN に移行したあとに、シミュレートされた EAP success メッセージがクライ
アントに送信されます。これにより、クライアントによる無期限の認証試行が抑制されます。一部

のクライアント（Windows XP を実行するデバイスなど）は、EAP success がないと DHCP を実行で
きません。

制限付き VLAN は、シングルホスト モードの IEEE 802.1x ポートおよびレイヤ 2 ポートでのみサ
ポートされます。

RSPAN VLAN、プライマリ プライベート VLAN、または音声 VLAN を除き、任意のアクティブ
VLAN を IEEE 802.1x 制限付き VLAN に設定できます。制限付き VLAN 機能は、内部 VLAN（ルー
テッド ポート）またはトランク ポートではサポートされていません。アクセス ポート上でのみサ
ポートされます。
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この機能はポート セキュリティと併用されます。ポートが許可されると、MAC アドレスがポート
セキュリティに提供されます。ポート セキュリティが MAC アドレスを許可しない場合、またはセ
キュア アドレス カウントが最大に達している場合は、ポートは無許可になり、エラー ディセーブ
ル状態となります。

ダイナミック ARP 検査、DHCP スヌーピング、および IP ソース ガードなどの、その他のポート セ
キュリティ機能は、制限付き VLAN 上に独立して設定できます。

詳細については、「制限付き VLAN の設定」（p.10-28）を参照してください。

IEEE 802.1x とアクセス不能認証バイパスの併用
Cisco IOS Release 12.2(25)SED 以降では、スイッチが設定済みの RADIUS サーバに到達できず、ホ
ストが許可されない場合、クリティカル ポートに接続されたホストへのネットワーク アクセスを
許可するよう、スイッチを設定できます。クリティカル ポートはアクセス不能認証 バイパス機能
に対し、イネーブルになります。

この機能がイネーブルの場合、スイッチはクリティカル ポートに接続されたホストの認証を行う際
に、RADIUS サーバのステータスを確認します。サーバが利用可能な場合は、スイッチはホストの
認証を行うことができます。ただし、すべての RADIUS サーバが利用不能な場合は、スイッチはホ
ストへのネットワーク アクセスを許可し、ポートを認証ステートの特殊ケースである、クリティカ
ル認証ステートに移行します。

アクセス不能認証バイパス機能の動作は、次のようにポートの許可ステートに依存します。

• クリティカル ポートに接続されたホストが認証を試行し、すべてのサーバが利用不能なときに
ポートが無許可の場合、スイッチは EAP success メッセージをホストに送信し、設定済みアク
セス VLAN のポートをクリティカル認証ステートに移行させます。

• ポートが許可済みであり、再許可要求が発生した場合、スイッチは以前 RADIUS サーバによっ
て割り当てられた可能性のある現行 VLAN 内のクリティカル ポートを、クリティカル認証ス
テートに移行させます。

• 認証交換中に RADIUS サーバが利用不能になった場合、認証交換がタイムアウトになり、ス
イッチは次回の認証試行の際にクリティカル ポートをクリティカル認証ステートに移行させ
ます。

ホストを認証できる RADIUS サーバが利用可能な場合、クリティカル認証ステートのすべてのクリ
ティカル ポートが自動的に再認証されます。

最初のクリティカル ポートが設定されたあと、スイッチはサーバのステータス（dead または alive）
を確認するために、RADIUS サーバに対して、server-detection リクエストの送信を定期的に開始し
ます。スイッチは定期的にキープアライブ パケットをサーバに送信します。認証プロセス中に、
RADIUS サーバが利用不能であるというエラー メッセージをスイッチが受け取ると、スイッチは
サーバのステータスを確認するために即座にキープアライブ パケットを送信します。

スイッチ スタックでは、スタック マスターがキープアライブ パケットを送信して RADIUS サーバ
のステータスを確認します。RADIUS サーバのステータスが変化すると、スタック マスターはその
情報をスタック メンバーに送信します。これにより、スタック メンバーはクリティカル ポートの
再認証の際に RAIDUS サーバのステータスを確認できます。

新しいスタック マスターが選ばれると、スイッチ スタックと RADIUS サーバ間のリンクが変更す
ることがあり、新しいスタック マスターは RADIUS サーバのステータスを更新するために、即座
にキープアライブ パケットを送信します。サーバのステータスが dead から alive に変化すると、ス
イッチはクリティカル認証ステートの状態にあるすべてのスイッチ ポートを再認証します。

スタックにメンバーが追加されると、スタック マスターはそのメンバーにサーバ ステータスを送
信します。
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IEEE 802.1x と Wake-on-LAN の使用方法
IEEE 802.1x Wake-on-LAN（WoL）機能では、マジック パケットという特殊なイーサネット フレー
ムをスイッチが受信すると、休止状態の PC に電源が入ります。管理者が電源切断されたシステム
に接続する必要がある環境で、この機能を使用できます。

WoL を使用するホストが IEEE 802.1x ポートで接続されていて、ホストの電源が切断されると、
IEEE 802.1x ポートは無許可になります。この状態の場合、ポートは EAPOL パケットの送受信しか
できないため、WoL マジック パケットはホストに達しません。PC の電源が切断されると、PC は
認証されず、スイッチ ポートは開きません。

スイッチで IEEE 802.1x と WoL を使用すると、スイッチは無許可 IEEE 802.1x ポートにパケットを
送信します。この機能は、IEEE 802.1x 仕様で単一方向制御ポートと呼ばれています。

（注） ポートで PortFast が有効になっていない場合、ポートは双方向状態になります。

単一方向状態

dot1x control-direction inインターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用してポートを
単一方向として設定すると、ポートはスパニングツリー フォワーディング ステートに変更されま
す。

WoL を有効にすると、接続しているホストはスリーピング モードまたはパワーダウン状態になり
ます。ホストは、ネットワーク内の他のデバイスとは、トラフィックの交換を行いません。ネット

ワークにトラフィックを送信できない単一方向ポートにホストを接続した場合、ホストはネット

ワーク内の他のホストからのみトラフィックを受信します。単一方向ポートが着信トラフィックを

受信すると、ポートはデフォルトの双方向状態に戻り、スパニングツリー ブロッキング ステート
に変更されます。ポートが初期状態に変更されると、EAPOL パケット以外のトラフィックは許可
されません。ポートが双方向状態に戻ると、スイッチは 5 分間のタイマーをスタートします。タイ
マーが終了する前にポートが認証されないと、ポートは単一方向ポートになります。

双方向状態

dot1x control-direction bothインターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用してポート
を双方向として設定すると、ポートは双方向でアクセス制御されます。この状態の場合、スイッチ

ポートはパケットの送受信を行いません。

IEEE 802.1x とユーザ単位 ACL の使用方法
ユーザ単位の Access Control List（ACL; アクセス制御リスト）をイネーブルにして、IEEE 802.1x 認
証ユーザが異なるレベルのネットワーク アクセスやサービスを使えるようにできます。RADIUS
サーバは、IEEE 802.1x ポートに接続されているユーザを認証すると、ユーザ ID に基づき ACL ア
トリビュートを検索し、それらをスイッチへ送信します。スイッチは、ユーザ セッションの間、そ
れらのアトリビュートを IEEE 802.1x ポートに適用します。スイッチは、セッションの終了後、認
証が失敗した場合、またはリンクダウン状態の発生時に、ユーザ単位の ACL 設定を削除します。ス
イッチは、RADIUS 固有の ACL を実行コンフィギュレーションには保存しません。ポートが無許
可の場合、スイッチはそのポートから ACL を削除します。
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同一スイッチ上で、ACL の設定およびポート ACL の入力を行えます。ただし、ポート ACL はルー
タ ACL よりも優先されます。入力済みのポート ACL を VLAN に属するインターフェイスに適用す
る場合、ポート ACL は VLAN インターフェイスに適用する入力済みのルータ ACL よりも優先され
ます。ポート ACL が適用されたポート上で受信した着信パケットは、ポート ACL によってフィル
タリングされます。その他のポートに着信したルーテッド パケットは、ルータ ACL によってフィ
ルタリングされます。発信されるルーテッド パケットは、ルータ ACL によってフィルタリングさ
れます。設定の矛盾を回避するには、RADIUS サーバに保存するユーザ プロファイルを慎重に計画
しなければなりません。

RADIUS は、Vendor Specific Attribute（VSA）などのユーザ単位アトリビュートをサポートします。
VSA は、オクテット ストリング形式で、認証プロセス中にスイッチに渡されます。ユーザ単位 ACL
に使用される VSA は、入力方向では inacl#<n>で、出力方向では outacl#<n>です。MAC ACL は、
入力方向でのみサポートされます。スイッチは、入力方向でのみ VSA をサポートします。レイヤ
2 ポートの出力方向ではポート ACL をサポートしません。詳細については、第 32 章「ACL による
ネットワーク セキュリティの設定」を参照してください。

拡張 ACL 構文形式のみを使用して、RADIUS サーバに保存するユーザ単位の設定を定義します。
RADIUS サーバから定義が渡される場合、拡張命名規則を使用して作成されます。ただし、フィル
タ ID アトリビュートを使用する場合、標準 ACL を示すことができます。

フィルタ ID アトリビュートを使用して、すでにスイッチに設定されている着信または発信 ACL を
指定できます。アトリビュートには、ACL 番号と、そのあとに入力フィルタリングか出力フィルタ
リングを示す .inまたは .outが含まれています。RADIUS サーバが .inまたは .out構文を許可しない
場合、アクセス リストはデフォルトで発信 ACL に適用されます。スイッチ上では Cisco IOS アク
セス リストのサポートは限定されているため、フィルタ ID アトリビュートは番号が 1 ～ 199 およ
び 1300 ～ 2699 までの IP ACL（IP 標準 ACL と IP 拡張 ACL）でのみサポートされています。

1 ポートがサポートする IEEE 802.1x 認証ユーザは 1 ユーザのみです。複数ホスト モードがポート
でイネーブルの場合、ユーザ単位 ACL アトリビュートは関連ポートでディセーブルです。

ユーザ単位 ACL の最大サイズは、4000 ASCII 文字です。

ベンダー固有のアトリビュートの例については、「ベンダー固有の RADIUS アトリビュート用にス
イッチを設定する方法」（p.9-30）を参照してください。ACL の設定の詳細については、第 32 章
「ACL によるネットワーク セキュリティの設定」を参照してください。

ユーザ単位 ACL を設定するには、以下を実行する必要があります。

• AAA 認証をイネーブルにします。

• network キーワードを使用して AAA 許可をイネーブルにし、RADIUS サーバからのインター
フェイス設定を可能にします。

• IEEE 802.1x をイネーブルにします。

• RADIUS サーバにユーザ プロファイルと VSA を設定します。

• IEEE 802.1x ポートを単一ホスト モードに設定します。
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IEEE 802.1x とスイッチ スタック
スイッチがスイッチ スタックで追加または削除されても、RADIUS サーバとスタック間の IP 接続
がそのまま残っているかぎりは、IEEE 802.1x 認証には影響はありません。このことは、スタック
マスターがスイッチ スタックから削除された場合にも当てはまります。スタック マスターに障害
が生じると、スタック メンバーが第 5 章「スイッチ スタックの管理」に記載された選択プロセス
を使用して新たなスタック マスターとなり、IEEE 802.1x 認証プロセスが通常どおり継続される点
に注意してください。

RADIUS サーバへの IP 接続が、サーバに接続されていたスイッチが削除された、またはそのスイッ
チに障害が発生したといった理由で切断された場合には、次のイベントが発生します。

• 既に認証済みで定期的な再認証がイネーブル化されていないポートは、認証ステートのままで

す。RADIUS サーバとのやり取りは必要ありません。

• 既に認証済みで、定期的な再認証がイネーブル化されているポートは（dot1x re-authentication
グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して）、再認証時に認証プロセスに失敗し
ます。ポートは、再認証プロセスで無許可ステートに戻ります。RADIUS サーバとのやり取り
が必要となります。

進行中の認証は、サーバ接続がないため即時に失敗します。

障害の発生したスイッチが再びアップし、スイッチ スタックに参加した場合は、起動時間と、認証
が試行されるまでに RADIUS サーバへの接続が再確立されたかどうかによって、認証は失敗するこ
ともあればしないこともあります。

RADIUS サーバへの接続の切断を避けるには、冗長接続を確立しておく必要があります。たとえば、
スタック マスターへの冗長接続とスタック メンバーへの別の冗長接続を確立しておけば、スタッ
ク マスターに障害が発生しても、スイッチ スタックは RADIUS サーバへの接続を維持できます。
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IEEE 802.1x 認証の設定
ここでは、次の設定について説明します。

• IEEE 802.1x のデフォルト設定（p.10-16）

• IEEE 802.1x 設定時の注意事項（p.10-17）

• 旧ソフトウェア リリースからのアップグレード（p.10-19）

• IEEE 802.1x 認証の設定（p.10-19）（必須）

• スイッチと RADIUS サーバ間の通信を設定する方法（p.10-20）（必須）

• 定期的な再認証の設定（p.10-22）（任意）

• ポートに接続されたクライアントの手動による再認証（p.10-23）（任意）

• 待機時間の変更（p.10-23）（任意）

• スイッチとクライアント間の再送信時間の変更（p.10-24）（任意）

• スイッチとクライアント間のフレーム再送信回数の設定（p.10-25）（任意）

• 再認証回数の設定（p.10-25）（任意）

• ホスト モードの設定（p.10-26）（任意）

• ゲスト VLAN の設定（p.10-26）（任意）

• 制限付き VLAN の設定（p.10-28）（任意）

• アクセス不能認証バイパス機能の設定（p.10-30）

• IEEE 802.1x 設定をデフォルト値にリセットする方法（p.10-30）（任意）

• IEEE 802.1x アカウンティングの設定（p.10-31）（任意）

IEEE 802.1x のデフォルト設定
表 10-2に、IEEE 802.1x のデフォルト設定を示します。

表 10-2 IEEE 802.1x のデフォルト設定

機能 デフォルト設定

AAA ディセーブル

制御方向 双方向制御

RADIUS サーバ

• IP アドレス

• UDP 認証ポート

• 鍵

• 指定なし

• 1812
• 指定なし

スイッチの IEEE 802.1x イネーブル
ステート

ディセーブル

ポート単位の IEEE 802.1x イネーブ
ル ステート

ディセーブル（force-authorized） 

ポートは、クライアントの IEEE 802.1x ベースの認証なしで
通常のトラフィックを送受信します。

定期的再認証 ディセーブル

再認証試行間隔 3600 秒

再認証回数 2 回（ポートが無許可ステートになるまでにスイッチが認証
プロセスを再開する回数）

待機時間 60 秒（クライアントとの認証交換が失敗したあと、スイッチ
が待機ステートにとどまる秒数）
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IEEE 802.1x 設定時の注意事項
IEEE 802.1x 認証の設定時の注意事項は次のとおりです。

• IEEE 802.1x がイネーブルに設定されていると、他のレイヤ 2 またはレイヤ 3 機能がイネーブル
になる前に、ポートは認証されます。

• IEEE 802.1x プロトコルはレイヤ 2 スタティック アクセス ポート、音声 VLAN ポート、レイヤ
3 ルーテッド ポートでサポートされていますが、次のポート タイプではサポートされていませ
ん。

－ トランク ポート ― トランク ポートで IEEE 802.1x をイネーブルにしようとすると、エラー
メッセージが表示され、IEEE 802.1x はイネーブルになりません。IEEE 802.1x 対応ポート
のモードをトランクに変更しようとしても、エラー メッセージが表示され、ポート モード
は変更されません。

－ ダイナミック ポート ― ダイナミック モードのポートは、近接ポートとネゴシエーション
してトランク ポートになる可能性があります。ダイナミック ポートで IEEE 802.1x をイ
ネーブルにしようとすると、エラー メッセージが表示され、IEEE 802.1x はイネーブルに
なりません。IEEE 802.1x 対応ポートのモードをダイナミックに変更しようとしても、エ
ラー メッセージが表示され、ポート モードは変更されません。

－ ダイナミック アクセス ポート ― ダイナミック アクセス（VLAN Query Protocol [VQP]）
ポートで IEEE 802.1x をイネーブルにしようとすると、エラー メッセージが表示され、IEEE
802.1x はイネーブルになりません。IEEE 802.1x 対応ポートをダイナミック VLAN 割り当
てに変更しようとすると、エラー メッセージが表示され、VLAN 設定は変更されません。

－ EtherChannel ポート ― EtherChannel のアクティブ メンバーまたは未アクティブ メンバー
であるポートは IEEE 802.1x ポートとして設定しないでください。EtherChannel ポートで
IEEE 802.1x をイネーブルにしようとすると、エラー メッセージが表示され、IEEE 802.1x
はイネーブルになりません。

（注） Cisco IOS Release 12.2(18)SE より前のソフトウェア リリースでは、EtherChannel の
未アクティブのポートで IEEE 802.1x がイネーブルの場合、ポートが EtherChannel 
に参加しません。

再送信時間 30 秒（スイッチが、クライアントからの EAP 要求 / アイデ
ンティティ フレームに対する応答を待ち、要求を再送信する
までの秒数）

最大再送信回数 2 回（スイッチが、認証プロセスを再開するまでに EAP 要求
/アイデンティティ フレームを送信する回数）

ホスト モード 単一ホスト モード

ゲスト VLAN 指定なし

アクセス不能認証バイパス ディセーブル

クライアントのタイムアウト時間 30 秒（認証サーバからの要求をクライアントにリレーすると
きに、スイッチが応答を待ち、クライアントに要求を再送信

するまでの時間）

認証サーバのタイムアウト時間 30 秒（クライアントの応答を認証サーバにリレーするとき
に、スイッチが応答を待ち、サーバに応答を送信するまでの

時間。この値は設定変更不可能）

表 10-2 IEEE 802.1x のデフォルト設定（続き）

機能 デフォルト設定
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－ Switched Port Analyzer（SPAN; スイッチド ポート アナライザ）および Remote SPAN（RSPAN;
リモート SPAN）宛先ポート ― SPAN または RSPAN 宛先ポートであるポートで IEEE
802.1x をイネーブルにできます。ただし、SPAN または RSPAN 宛先ポートとして削除する
までは、IEEE 802.1x はディセーブルになります。SPAN または RSPAN 送信元ポートでは、
IEEE 802.1x をイネーブルにできます。

• RSPAN VLAN、プライベート VLAN、または音声 VLAN を除き、任意の VLAN を IEEE 802.1x
ゲスト VLAN として設定できます。ゲスト VLAN 機能は、内部 VLAN（ルーテッド ポート）
またはトランク ポートではサポートされていません。アクセス ポート上でのみサポートされ
ます。

• RSPAN VLAN、プライマリ プライベート VLAN、または音声 VLAN を除き、任意の VLAN を
IEEE 802.1x 制限付き VLAN に設定できます。制限付き VLAN 機能は、内部 VLAN（ルーテッ
ド ポート）またはトランク ポートではサポートされていません。アクセス ポート上でのみサ
ポートされます。

• IEEE 802.1x をポートでイネーブルにすると、音声 VLAN と同じようにポート VLAN を設定で
きません。

• VLAN 割り当て機能付きの IEEE 802.1x は、プライベート VLAN ポート、トランク ポート、ダ
イナミック ポート、または VMPS を使用したダイナミック アクセス ポート割り当てではサ
ポートされていません。

• プライベート VLAN ポートで IEEE 802.1x を設定できます。ただし、プライベート VLAN ポー
ト上で、IEEE 802.1x とポート セキュリティ、音声 VLAN、ゲスト VLAN、制限付き VLAN ま
たはユーザ単位 ACL を設定しないでください。

• dot1x system-auth-controlグローバル コンフィギュレーション コマンドを入力してスイッチで
IEEE 802.1x をグローバルにイネーブルにする前に、IEEE 802.1x および EtherChannel が設定さ
れているインターフェイスから EtherChannel コンフィギュレーションを削除します。

• EAP-Transparent LAN Service（TLS）および EAP-MD5 を使用する IEEE 802.1x 認証用の Cisco
Access Control Server（ACS）アプリケーションを実行しているデバイスを使用していて、スイッ
チが Cisco IOS Release 12.1(14)EA1 を実行している場合、デバイスで ACS バージョン 3.2.1 以降
が動作していることを確認します。

• DHCP クライアントが接続されている IEEE 802.1x ポートにゲスト VLAN を設定したあと、
DHCP サーバからホスト IP アドレスを取得する必要があります。クライアントでの DHCP プ
ロセスがタイムアウトして DHCP サーバからホスト IP アドレスを取得しようとする前に、ス
イッチでの IEEE 802.1x 認証プロセスを再開するように設定を変更できます。IEEE 802.1x 認証
プロセスに対する設定を減らします（dot1x timeout quiet-period および dot1x timeout tx-period
インターフェイス コンフィギュレーション コマンド）。設定の減少量は接続されている IEEE
802.1x クライアントのタイプに依存します。

アクセス不能認証バイパス機能をイネーブルにする場合は、次のガイドラインに従ってください。

－ この機能は、シングルホスト モードの IEEE 802.1x ポートでのみサポートされます。ポー
トをクリティカル ポートに設定しようとした場合、またはホスト モードをマルチホスト
モードに変更した場合は、次のメッセージが表示されます。

%Command rejected: Critical ports are only allowed in single-host mode 

－ クライアントが Windows XP を実行していて、クライアントが接続されているポートがク
リティカル認証ステートにある場合、インターフェイスが認証されていないというメッ

セージが Windows XP によって表示される場合があります。

－ Windows XP クライアントが DHCP を使用するように設定されていて、DHCP サーバから
得た IP アドレスを使用している場合、クリティカル ポートで EAP success メッセージを受
信しても、DHCP コンフィギュレーション プロセスが再開されないことがあります。

－ IEEE 802.1x ポートにアクセス不能認証バイパス機能と制限付き VLAN を設定することが
できます。スイッチが制限付き VLAN 内のクリティカル ポートに対して再認証を試み、す
べての RADIUS サーバが利用不能な場合、スイッチはポート ステートをクリティカル認証
ステートに変更し、制限付き VLAN 内に残ります。

－ アクセス不能認証バイパス機能とポート セキュリティは、同一のスイッチ ポート上に設定
できます。
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旧ソフトウェア リリースからのアップグレード
Cisco IOS Release 12.1(14)EA1 では、IEEE 802.1x の実装はそれ以前のリリースとは異なっています。
一部のグローバル コンフィギュレーション コマンドがインターフェイス コンフィギュレーション
コマンドとなり、新たなコマンドが追加されました。

IEEE 802.1x が設定済みのスイッチを Cisco IOS Release 12.1(14)EA1 以上のリリースへアップグレー
ドした場合は、コンフィギュレーション ファイルに新規コマンドが含まれないため、IEEE 802.1x
は動作しません。アップグレードが完了後に、dot1x system-auth-control グローバルコンフィギュ
レーション コマンドを使用してグローバルに IEEE 802.1x をイネーブル化する必要があります。
IEEE 802.1x が以前のリリースのインターフェイス上で複数ホスト モードで稼働していた場合は、
必ず、dot1x host-mode multi-host インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用して
それを再設定してください。

IEEE 802.1x 認証の設定
IEEE 802.1x ポートベースの認証を設定するには、AAA をイネーブルにして認証方式リストを指定
する必要があります。方式リストは、ユーザ認証のためクエリー送信を行う手順と認証方式を記述

したものです。

ユーザ単位 ACL または VLAN 割り当てを可能にするには、AAA 許可をイネーブルにしてネット
ワーク関連のすべてのサービス要求に対してスイッチを設定する必要があります。

IEEE 802.1x AAA プロセスは、次のとおりです。

ステップ 1 ユーザはスイッチのポートに接続します。

ステップ 2 認証が実行されます。

ステップ 3 RADIUS サーバ設定に基づいて、VLAN 割り当てが適宜イネーブルになります。

ステップ 4 スイッチは開始メッセージをアカウンティング サーバに送信します。

ステップ 5 必要に応じて、再認証が実行されます。

ステップ 6 スイッチは仮のアカウンティング アップデートを、再認証結果に基づいたアカウンティング サー
バに送信します。

ステップ 7 ユーザはポートから切断します。

ステップ 8 スイッチは停止メッセージをアカウンティング サーバに送信します。

IEEE 802.1x ポートベースの認証を設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行しま
す。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 aaa new-model AAA をイネーブルにします。
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スイッチと RADIUS サーバ間の通信を設定する方法
RADIUS セキュリティ サーバは、ホスト名または IP アドレス、ホスト名と特定の UDP ポート番号、
あるいは IP アドレスと特定の UDP ポート番号で識別します。IP アドレスと UDP ポート番号の組
み合わせにより、一意の識別子が作成され、これにより、サーバ上の同一の IP アドレスの複数の
UDP ポートに RADIUS 要求を送信できます。同一の RADIUS サーバ上の 2 つの異なるホスト エン
トリが同じサービス（たとえば、認証）を設定している場合、あとから設定されたホスト エントリ
は、最初のエントリのフェール オーバー バックアップとして機能します。RADIUS のホスト エン
トリは、設定された順序で試されます。

ステップ 3 aaa authentication dot1x {default} 
method1

IEEE 802.1x 認証方式リストを作成します。

authentication コマンドに名前付きリストが指定されない場合に使
用される、デフォルトのリストを作成するには、defaultキーワード
の後ろにデフォルトの状況で使用する方式を指定します。デフォル

トの方式リストは、自動的にすべてのポートに適用されます。

method1には、group radiusキーワードを入力して、認証用のすべて
の RADIUS サーバのリストを使用します。

（注） コマンドラインのヘルプ ストリングでは他のキーワードが
表示されても、サポートされるのは group radiusキーワード
のみです。

ステップ 4 dot1x system-auth-control スイッチ上で IEEE 802.1x 認証をグローバルにイネーブルにします。

ステップ 5 aaa authorization network {default} 
group radius

（任意）ユーザ単位 ACL や VLAN 割り当てなど、ネットワーク関連
のすべてのサービス要求に対するユーザ RADIUS 許可をスイッチに
設定します。

（注） ユーザ単位 ACL の場合は、単一ホスト モードを設定する必
要があります。これはデフォルト設定です。

ステップ 6 radius-server host ip-address （任意）RADIUS サーバの IP アドレスを指定します。

ステップ 7 radius-server key string （任意）スイッチと RADIUS サーバ上で稼働する RADIUS デーモン
との間で使用する認証および暗号鍵を指定します。

ステップ 8 interface interface-id クライアントに接続されたポートの中で、IEEE 802.1x 認証をイネー
ブルにするものを指定し、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。

ステップ 9 switchport mode access （任意）ステップ 6 とステップ 7 で RADIUS サーバを設定した場合
は、ポートをアクセス モードに設定します。

ステップ 10 dot1x port-control auto ポート上で IEEE 802.1x 認証をイネーブルにします。

機能の相互作用の詳細については、「IEEE 802.1x 設定時の注意事項」
（p.10-17）を参照してください。

ステップ 11 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 12 show dot1x 設定を確認します。

ステップ 13 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明
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スイッチ上に RADIUS サーバ パラメータを設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を
実行します。この手順は必須です。

特定の RADIUS サーバを削除するには、no radius-server host {hostname | ip-address}グローバル コ
ンフィギュレーション コマンドを使用します。

次の例は、IP アドレスが 172.20.39.46 のサーバを RADIUS サーバとして指定し、ポート 1612 を許
可ポートとして使用し、暗号鍵を RADIUS サーバ上の鍵と一致する rad123 に設定します。

Switch(config)# radius-server host 172.l20.39.46 auth-port 1612 key rad123

radius-server host グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用すると、すべての RADIUS
サーバに対してタイムアウト、再送信、および暗号鍵の値をグローバルに設定できます。サーバ単

位でこれらのオプションを設定する場合は、radius-server timeout、radius-server retransmit、およ
び radius-server keyグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。詳細については、
「すべての RADIUS サーバに対する設定」（p.9-30）を参照してください。

さらに、RADIUS サーバでいくつかの設定を行う必要があります。これらの設定には、スイッチの
IP アドレス、およびサーバとスイッチで共用するキー ストリングが含まれます。詳細については、
RADIUS サーバのマニュアルを参照してください。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 radius-server host {hostname | ip-address}
auth-port port-number key string

RADIUS サーバ パラメータを設定します。

hostname | ip-address には、リモート RADIUS サーバのホスト名
または IP アドレスを指定します。

auth-port port-number には、認証要求の UDP 宛先ポートを指定
します。デフォルトは 1812 で、指定できる範囲は 0 ～ 65536 で
す。

key stringには、スイッチと RADIUS サーバ上で稼働する RADIUS
デーモンとの間で使用する認証および暗号鍵を指定します。鍵

は、RADIUS サーバ上で使用する暗号鍵と一致する必要のある文
字列です。

（注） 先行スペースは無視されますが、鍵の途中および末尾の
スペースは使用されるため、鍵は必ず radius-server host
コマンド構文の最後の項目として設定してください。鍵
にスペースを使用する場合は、鍵の一部として引用符を
使用する場合を除いて、鍵を引用符で囲まないでくださ
い。この鍵は、RADIUS デーモン上で使用する暗号と一
致する必要があります。

RADIUS サーバを複数使用する場合は、このコマンドを繰り返し
入力してください。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show running-config 設定を確認します。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。



第 10章      IEEE 802.1x ポートベースの認証の設定
IEEE 802.1x 認証の設定

10-22
Catalyst 3750 スイッチ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

78-16180-06-J

RADIUS サーバによる IEEE 802.1x 認証の設定
Cisco IOS Release 12.2(25)SEC では、RADIUS サーバを使用して IEEE 802.1x 認証を設定することも
できます。

RADIUS サーバを使用して IEEE 802.1x 認証を設定するには、イネーブル EXEC モードで、次の手
順を実行します。この手順は任意です。

次の例は、RADIUS サーバを使用して IEEE 802.1x を設定する方法を示しています。

Switch# configure terminal
Switch(config)# interface gigabitethernet2/0/1
Switch(config-if)# dot1x reauthentication
Switch(config-if)# dot1x timeout reauth-period server

定期的な再認証の設定

IEEE 802.1x クライアントの定期的な再認証をイネーブルにして、その発生間隔を指定できます。再
認証をイネーブルにする間隔を指定しなかった場合は、再認証は 3600 秒ごとに行われます。

クライアントの定期的な再認証をイネーブルにして、再認証を試行する間隔（秒数）を設定するに

は、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。この手順は任意です。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id 設定するポートを指定し、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。

ステップ 3 dot1x guest-vlan vlan-id アクティブ VLAN を IEEE 802.1x ゲスト VLAN として指定します。
指定できる範囲は 1 ～ 4094 です。

内部 VLAN（ルーテッド ポート）、RSPAN VLAN、音声 VLAN を除
き、任意のアクティブ VLAN を IEEE 802.1x ゲスト VLAN として設
定できます。

ステップ 4 dot1x reauthentication クライアントに対する定期的な再認証は、デフォルトではディセー

ブルになっていますが、これをイネーブルにします。

ステップ 5 dot1x timeout reauth-period {seconds |
server}

再認証を試行する間隔（秒数）を設定します。

キーワードの意味は次のとおりです。

• seconds ― 1 ～ 65535の範囲で秒数を設定します。デフォルトは
3600 秒です。

• server ― Session-Timeout RADIUS アトリビュート（Attribute[27]）
の値として秒数を設定します。

定期的な再認証がイネーブルに設定されている場合のみ、このコマ

ンドはスイッチの動作に影響します。

ステップ 6 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 7 show dot1x interface interface-id IEEE 802.1x 認証設定を確認します。

ステップ 8 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id 設定するポートを指定し、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。



第 10章      IEEE 802.1x ポートベースの認証の設定
IEEE 802.1x 認証の設定

10-23
Catalyst 3750 スイッチ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

78-16180-06-J

定期的な再認証をディセーブルにするには、no dot1x reauthentication インターフェイス コンフィ
ギュレーション コマンドを使用します。デフォルトの再認証試行間隔（秒）に戻すには、no dot1x
timeout reauth-periodインターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。

次の例では、定期的再認証をイネーブルにし、再認証を試行する間隔を 4000 秒に設定します。

Switch(config-if)# dot1x reauthentication
Switch(config-if)# dot1x timeout reauth-period 4000

ポートに接続されたクライアントの手動による再認証

dot1x re-authenticate interface interface-id イネーブル EXEC コマンドを使用すると、特定のポート
に接続しているクライアントを手動でいつでも再認証できます。この手順は任意です。定期的な再

認証をイネーブルまたはディセーブルにする場合は、「定期的な再認証の設定」（p.10-22）を参照し
てください。

次の例では、ポートに接続されているクライアントを手動で再認証する方法を示しています。

Switch# dot1x re-authenticate interface gigabitethernet2/0/1

待機時間の変更

スイッチがクライアントを認証できなかった場合は、スイッチは一定時間アイドル状態を続け、そ

の後再試行します。dot1x timeout quiet-periodインターフェイス コンフィギュレーション コマンド
でアイドル時間を制御します。クライアントが無効なパスワードを提供したため、クライアントの

認証失敗が起こる可能性があります。デフォルトより小さい数値を入力することで、ユーザに対す

る応答時間を短縮できます。

待機時間を変更するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。この手順は任意です。

ステップ 3 dot1x reauthentication デフォルトではディセーブルに設定されている定期的な再認証をイ

ネーブルにします。

ステップ 4 dot1x timeout reauth-period {seconds | 
server}

再認証を試行する間隔（秒数）を設定します。

キーワードの意味は次のとおりです。

• seconds ― 1 ～ 65535の範囲で秒数を設定します。デフォルトは
3600 秒です。

• server ― Session-Timeout RADIUS アトリビュート（Attribute[27]）
の値として秒数を設定します。スイッチで NAC レイヤ 2 IEEE
802.1x が使用されている場合は、このキーワードを使用できま
す。

定期的な再認証がイネーブルに設定されている場合のみ、このコマ

ンドはスイッチの動作に影響します。

ステップ 5 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 show dot1x interface interface-id 設定を確認します。

ステップ 7 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id 設定するポートを指定し、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。
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デフォルトの待機時間に戻すには、no dot1x timeout quiet-period インターフェイス コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。

次の例では、スイッチ上の待機時間を 30 秒に設定します。

Switch(config-if)# dot1x timeout quiet-period 30

スイッチとクライアント間の再送信時間の変更

クライアントは、スイッチからの EAP 要求 / アイデンティティ フレームに、EAP 応答 / アイデン
ティティ フレームで応答します。スイッチはこの応答を受信しなかった場合、一定時間（再送信時
間）待機してから、フレームを再送信します。

（注） このコマンドのデフォルト値の変更は、信頼性のないリンクや、特定のクライアントおよび認証

サーバの動作に問題があるなど、異常な状況を調整する場合以外は行わないようにしてください。

スイッチがクライアントの通知を待機する時間を変更するには、イネーブル EXEC モードで次の手
順を実行します。この手順は任意です。

デフォルトの再送信時間に戻すには、no dot1x timeout tx-period インターフェイス コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。

次の例では、スイッチがクライアントからの EAP 要求 / アイデンティティ フレームに対する応答
を待ち、要求を再送信するまでの秒数を 60 秒に設定します。

Switch(config-if)# dot1x timeout tx-period 60

ステップ 3 dot1x timeout quiet-period seconds クライアントとの認証交換が失敗したあと、スイッチが待機ステー

トにある秒数を設定します。

指定できる範囲は 1 ～ 65535 秒で、デフォルトは 60 秒です。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show dot1x interface interface-id 設定を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id 設定するポートを指定し、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。

ステップ 3 dot1x timeout tx-period seconds スイッチがクライアントからの EAP 要求 /アイデンティティ フレー
ムに対する応答を待ち、要求を再送信するまでの秒数を設定します。

指定できる範囲は 5 ～ 65535 秒で、デフォルトは 5 秒です。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show dot1xinterface interface-id 設定を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。



第 10章      IEEE 802.1x ポートベースの認証の設定
IEEE 802.1x 認証の設定

10-25
Catalyst 3750 スイッチ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

78-16180-06-J

スイッチとクライアント間のフレーム再送信回数の設定

スイッチとクライアント間の再送信時間の変更だけでなく、（応答を受信しなかった場合）認証プ

ロセスを再開するまでに、スイッチがクライアントに EAP 要求 / アイデンティティ フレームを送
信する回数を変更できます。

（注） このコマンドのデフォルト値の変更は、信頼性のないリンクや、特定のクライアントおよび認証

サーバの動作に問題があるなど、異常な状況を調整する場合以外は行わないようにしてください。

スイッチとクライアント間のフレーム再送信回数を設定するには、イネーブル EXEC モードで次の
手順を実行します。この手順は任意です。

デフォルトの再送信回数に戻すには、no dot1x max-reqインターフェイス コンフィギュレーション
コマンドを使用します。

次の例では、認証プロセスを再開するまでに、スイッチが EAP 要求 / アイデンティティ フレーム
を送信する回数を 5 に設定します。

Switch(config-if)# dot1x max-req 5

再認証回数の設定

ポートが無許可ステートになるまでにスイッチが認証プロセスを再開する回数も変更できます。

（注） このコマンドのデフォルト値の変更は、信頼性のないリンクや、特定のクライアントおよび認証

サーバの動作に問題があるなど、異常な状況を調整する場合以外は行わないようにしてください。

再認証回数を設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。この手順は任意で
す。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id 設定するポートを指定し、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。

ステップ 3 dot1x max-reauth-req count スイッチが、認証プロセスを再開するまでに EAP 要求 / アイデン
ティティ フレームをクライアントに送信する回数を設定します。指
定できる範囲は 1 ～ 10 で、デフォルトは 2 です。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show dot1x interface interface-id 設定を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id 設定するポートを指定し、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。
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デフォルトの再認証回数に戻すには、no dot1x max-reauth-reqインターフェイス コンフィギュレー
ション コマンドを使用します。

次の例は、ポートが無許可ステートになるまでにスイッチが認証プロセスを再開する回数を 4 回に
設定する方法を示します。

Switch(config-if)# dot1x max-reauth-req 4

ホスト モードの設定
dot1x port-control インターフェイス コンフィギュレーション コマンドが auto に設定されている
IEEE 802.1x 許可ポート上で、複数のホスト（クライアント）を許可するには、イネーブル EXEC
モードで次の手順を実行します。この手順は任意です。

ポート上の複数ホストをディセーブルにするには、no dot1x host-mode multi-hostインターフェイス
コンフィギュレーション コマンドを使用します。

次の例は、IEEE 802.1x をイネーブルにし、複数のホストを許可する方法を示します。

Switch(config)# interface gigabitethernet2/0/1
Switch(config-if)# dot1x port-control auto
Switch(config-if)# dot1x host-mode multi-host

ゲスト VLAN の設定
ゲスト VLAN を設定すると、サーバが EAP 要求 /アイデンティティ フレームへの応答を受信しな
かった場合に、IEEE 802.1x 非対応のクライアントはゲスト VLAN に配置されます。IEEE 802.1x 対
応だが、認証に失敗したクライアントは、ネットワークへのアクセスは許可されません。スイッチ

は、単一ホスト モードまたは複数ホスト モードでゲスト VLAN をサポートします。

ステップ 3 dot1x max-reauth-req count ポートが無許可ステートになるまでにスイッチが認証プロセスを再

開する回数を設定します。指定できる範囲は 0 ～ 10 で、デフォルト
は 2 です。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show dot1x interface interface-id 設定を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id 複数のホストを間接的に接続するポートを指定し、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。

ステップ 3 dot1x host-mode multi-host IEEE 802.1x 許可ポート上で、複数のホスト（クライアント）を許可
します。

指定されたインターフェイスについて、dot1x port-controlインター
フェイス コンフィギュレーション コマンドが autoに設定されてい
ることを確認します。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show dot1x interface interface-id 設定を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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ゲスト VLAN を設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を行います。この手順は任意
です。

ゲスト VLAN をディセーブル化し削除するには、no dot1x guest-vlan インターフェイス コンフィ
ギュレーション コマンドを使用します。ポートは、無許可ステートに戻ります。

次の例は、VLAN 2 を IEEE 802.1x ゲスト VLAN としてイネーブルにする方法を示します。

Switch(config)# interface gigabitethernet2/0/2
Switch(config-if)# dot1x guest-vlan 2

この例では、スイッチの待機時間を 3 に設定し、EAP 要求 /アイデンティティ フレームに対する応
答を待ち、要求を再送信するまでの秒数を 15 に設定し、IEEE 802.1x ポートが DHCP クライアント
に接続されている場合に VLAN 2 を IEEE 802.1x ゲスト VLAN としてイネーブルにする方法を示し
ます。

Switch(config-if)# dot1x timeout quiet-period 3
Switch(config-if)# dot1x timeout tx-period 15
Switch(config-if)# dot1x guest-vlan 2

dot1x guest-vlan supplicant グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用すると、オプショ
ンのゲスト VLAN 動作をイネーブルにできます。これをイネーブルにすると、スイッチは EAPOL
パケット履歴を維持せずに、インターフェイスでの EAPOL パケット検出に関わらず、ゲスト VLAN
への認証アクセスに失敗したクライアントを許可します。

オプションのゲスト VLAN 動作をイネーブルにして、ゲスト VLAN を設定するには、イネーブル
EXEC モードで次の手順を実行します。この手順は任意です。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id 設定するポートを指定し、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。サポートされているポート タイプについて
は、「IEEE 802.1x 設定時の注意事項」（p.10-17）を参照してください。

ステップ 3 switchport mode access

または

switchport mode private-vlan host

ポートをアクセス モードに設定します。

または

レイヤ 2ポートをプライベート VLAN ホスト ポートとして設定しま
す。

ステップ 4 dot1x port-control auto ポート上で IEEE 802.1x 認証をイネーブルにします。

ステップ 5 dot1x guest-vlan vlan-id アクティブ VLAN を IEEE 802.1x ゲスト VLAN として指定します。
指定できる範囲は 1 ～ 4094 です。

内部 VLAN（ルーテッド ポート）、RSPAN VLAN、プライマリ プラ
イベート VLAN、または音声 VLAN を除き、任意のアクティブ VLAN
を IEEE 802.1x ゲスト VLAN として設定できます。

ステップ 6 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 7 show dot1x interface interface-id 設定を確認します。

ステップ 8 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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オプションのゲスト VLAN 動作をディセーブルにするには、no dot1x guest-vlan supplicantグロー
バル コンフィギュレーション コマンドを使用します。ゲスト VLAN を削除するには、no dot1x
guest-vlan インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。ポートがゲスト
VLAN 内で現行許可されている場合、ポートは無許可ステートに戻ります。

次に、オプションのゲスト VLAN 動作をイネーブルにし、VLAN 5 を IEEE 802.1x ゲスト VLAN と
して指定する例を示します。

Switch(config)# dot1x guest-vlan supplicant
Switch(config)# interface gigabitethernet2/0/1
Switch(config-if)# dot1x guest-vlan 5

制限付き VLAN の設定
スイッチ スタックまたはスイッチ上に制限付き VLAN を設定した場合、認証サーバが有効なユー
ザ名またはパスワードを受信できないと、IEEE 802.1x に準拠しているクライアントは制限付き
VLAN に移されます。スイッチはシングルホスト モードでのみ制限付き VLAN をサポートします。

制限付き VLAN を設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を行います。この手順は任
意です。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 dot1x guest-vlan supplicant スイッチ上でオプションのゲスト VLAN 動作をグローバルにイ
ネーブルにします。

ステップ 3 interface interface-id 設定するポートを指定し、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。サポートされているポート タイプについて
は、「IEEE 802.1x 設定時の注意事項」（p.10-17）を参照してください。

ステップ 4 switchport mode access

または

switchport mode private-vlan host

ポートをアクセス モードに設定します。

または

レイヤ 2ポートをプライベート VLAN ホスト ポートとして設定しま
す。

ステップ 5 dot1x port-control auto ポート上で IEEE 802.1x 認証をイネーブルにします。

ステップ 6 dot1x guest-vlan vlan-id アクティブ VLAN を IEEE 802.1x ゲスト VLAN として指定します。
指定できる範囲は 1 ～ 4094 です。

内部 VLAN（ルーテッド ポート）、RSPAN VLAN、プライマリ プラ
イベート VLAN、または音声 VLAN を除き、任意のアクティブ VLAN
を IEEE 802.1x ゲスト VLAN として設定できます。

ステップ 7 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 8 show dot1x interface interface-id 設定を確認します。

ステップ 9 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id 設定するポートを指定し、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。サポートされているポート タイプについて
は、「IEEE 802.1x 設定時の注意事項」（p.10-17）を参照してください。
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制限付き VLAN をディセーブルにして削除するには、no dot1x auth-fail vlan インターフェイス コ
ンフィギュレーション コマンドを使用します。ポートは、無許可ステートに戻ります。

次の例は、VLAN 2 を IEEE 802.1x 制限付き VLAN としてイネーブルにする方法を示します。

Switch(config)# interface gigabitethernet2/0/2
Switch(config-if)# dot1x auth-fail vlan 2

dot1x auth-fail max-attempts  インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用すると、
ユーザが制限付き VLAN に割り当てられるまでに許可される認証試行の最大回数を設定できます。
許可される認証試行回数の範囲は 1 ～ 3 で、デフォルトは 3 回です。

許可される認証試行の最大回数を設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行しま
す。この手順は任意です。

ステップ 3 switchport mode access

または

switchport mode private-vlan host

ポートをアクセス モードに設定します。

または

レイヤ 2ポートをプライベート VLAN ホスト ポートとして設定しま
す。

ステップ 4 dot1x port-control auto ポート上で IEEE 802.1x 認証をイネーブルにします。

ステップ 5 dot1x auth-fail vlan vlan-id アクティブ VLAN を IEEE 802.1x 制限付き VLAN として指定しま
す。指定できる範囲は 1 ～ 4094 です。

内部 VLAN（ルーテッド ポート）、RSPAN VLAN、プライマリ プラ
イベート VLAN、または音声 VLAN を除き、任意のアクティブ VLAN
を IEEE 802.1x 制限付き VLAN として設定できます。

ステップ 6 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 7 show dot1x interface interface-id （任意）設定を確認します。

ステップ 8 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id 設定するポートを指定し、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。サポートされているポート タイプについて
は、「IEEE 802.1x 設定時の注意事項」（p.10-17）を参照してください。

ステップ 3 switchport mode access

または

switchport mode private-vlan host

ポートをアクセス モードに設定します。

または

レイヤ 2ポートをプライベート VLAN ホスト ポートとして設定しま
す。

ステップ 4 dot1x port-control auto ポート上で IEEE 802.1x 認証をイネーブルにします。

ステップ 5 dot1x auth-fail vlan vlan-id アクティブ VLAN を IEEE 802.1x 制限付き VLAN として指定しま
す。指定できる範囲は 1 ～ 4094 です。

内部 VLAN（ルーテッド ポート）、RSPAN VLAN、プライマリ プラ
イベート VLAN、または音声 VLAN を除き、任意のアクティブ VLAN
を IEEE 802.1x 制限付き VLAN として設定できます。
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デフォルト値に戻すには、no dot1x auth-fail max-attempts インターフェイス コンフィギュレーショ
ン コマンドを使用します。

次に、ポートが制限付き VLAN に移されるまでに許可される認証試行の回数を 2 に設定する例を示
します。

Switch(config-if)# dot1x auth-fail max-attempts 2

アクセス不能認証バイパス機能の設定

ポートをクリティカル ポートに設定し、アクセス不能認証バイパス機能をイネーブルにするには、
イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。この手順は任意です。

この機能をディセーブルにするには、 no dot1x critical インターフェイス コンフィギュレーション
コマンドを使用します。

次に、アクセス不能認証バイパス機能をイネーブルにする例を示します。

Switch(config-if)# dot1x critical

IEEE 802.1x 設定をデフォルト値にリセットする方法
IEEE 802.1x 設定をデフォルト値にリセットするには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行
します。この手順は任意です。

ステップ 6 dot1x auth-fail max-attempts max 
attempts

ポートが制限付き VLAN に移動されるまでに許される認証試行の
回数を指定します。指定できる範囲は 1 ～ 3 で、デフォルトは 3 で
す。

ステップ 7 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 8 show dot1x interface interface-id （任意）設定を確認します。

ステップ 9 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id 設定するポートを指定し、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。サポートされているポート タイプについて
は、「IEEE 802.1x 設定時の注意事項」（p.10-17）を参照してください。

ステップ 3 dot1x critical アクセス不能認証バイパス機能をイネーブルにします。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show dot1x [interface interface-id] （任意）設定を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id 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、設定す
るポートを指定します。

ステップ 3 dot1x default IEEE 802.1x パラメータをデフォルト値にリセットします。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。
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IEEE 802.1x アカウンティングの設定
IEEE 802.1x アカウンティングを使用して、AAA システム アカウンティングをイネーブルにすると、
システムはロギングのためアカウンティング RADIUS サーバに送信するイベントをリロードでき
ます。サーバは、アクティブな IEEE 802.1x セッションすべてが終了したものと判断します。

RADIUS は信頼性の低い UDP トランスポート プロトコルを使用しているので、ネットワーク状態
によりアカウンティング メッセージが失われる場合があります。設定した回数のアカウンティング
要求の再送信を行ったあと、スイッチが RADIUS サーバからアカウンティング応答メッセージを受
信しない場合、次のシステム メッセージが表示されます。

Accounting message %s for session %s failed to receive Accounting Response.

メッセージが正常に送信されない場合、次のメッセージが表示されます。

00:09:55: %RADIUS-3-NOACCOUNTINGRESPONSE: Accounting message Start for session 
172.20.50.145 sam 11/06/03 07:01:16 11000002 failed to receive Accounting Response.

（注） ロギングの開始、停止、仮のアップデート メッセージ、タイム スタンプなどのアカウンティング
タスクを実行するように、RADIUS サーバを設定する必要があります。これらの機能をオンにする
には、RADIUS サーバの Network Configuration タブの「Update/Watchdog packets from this AAA client」
のロギングをイネーブルにします。次に、RADIUS サーバの System Configuration タブの「CVS
RADIUS Accounting」をイネーブルにします。

AAA がスイッチでイネーブルになったあと、IEEE 802.1x アカウンティングを設定するには、イネー
ブル EXEC モードで次の手順を実行します。この手順は任意です。

アカウンティング応答メッセージを受信しない RADIUS メッセージ数を表示するには、show radius
statisticsイネーブル EXEC コマンドを使用します。

ステップ 5 show dot1x interface interface-id 設定を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id 設定するポートを指定し、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。

ステップ 3 aaa accounting dot1x default start-stop 
group radius

すべての RADIUS サーバのリストを使用して、IEEE 802.1x アカ
ウンティングをイネーブルにします。

ステップ 4 aaa accounting system default start-stop 
group radius 

（任意）システム アカウンティングをイネーブルにし（すべての
RADIUS サーバのリストを使用して）、スイッチがリロードする
ときにシステム アカウンティング リロード イベント メッセー
ジを生成します。

ステップ 5 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 show running-config 設定を確認します。

ステップ 7 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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次に、IEEE 802.1x アカウンティングを設定する例を示します。最初のコマンドは、アカウンティ
ングの UDP ポートとして 1813 を指定して、RADIUS サーバを設定します。

Switch(config)# radius-server host 172.120.39.46 auth-port 1812 acct-port 1813 key 
rad123
Switch(config)# aaa accounting dot1x default start-stop group radius
Switch(config)# aaa accounting system default start-stop group radius

IEEE 802.1x 統計情報およびステータスの表示
すべてのポートの IEEE 802.1x 統計情報を表示するには、show dot1x all statisticsイネーブル EXEC
コマンドを使用します。特定のポートの IEEE 802.1x 統計情報を表示するには、show dot1x statistics
interface interface-idイネーブル EXEC コマンドを使用します。

スイッチについて IEEE 802.1x 管理および動作のステータスを表示するには、show dot1x allイネー
ブル EXEC コマンドを使用します。特定のポートの IEEE 802.1x 管理および動作のステータスを表
示するには、show dot1x interface interface-idイネーブル EXEC コマンドを使用します。

表示されるフィールドの詳細については、このリリースのコマンド リファレンスを参照してくださ
い。
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11

インターフェイス特性の設定

この章では、 Catalyst 3750 スイッチにおける各種インターフェイスのタイプを定義して、その設定
方法について説明します。特に明記しないかぎり、スイッチという用語はスタンドアロン スイッチ
およびスイッチ スタックを意味します。

この章で説明する内容は、次のとおりです。

• インターフェイス タイプの概要（p.11-2）

• インターフェイス コンフィギュレーション モードの使用方法（p.11-11）

• イーサネット インターフェイスの設定（p.11-17）

• レイヤ 3 インターフェイスの設定（p.11-27）

• システム MTU の設定（p.11-29）

• インターフェイスの表示およびメンテナンス（p.11-31）

（注） この章で使用されるコマンドの構文および使用方法の詳細については、このリリースに対応するス

イッチのコマンド リファレンス、およびオンラインで『Cisco IOS Interface Command Reference』
Release 12.2 を参照してください。
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インターフェイス タイプの概要
ここでは、各種インターフェイス タイプの設定に関する詳細情報が記載された章についても述べな
がら、スイッチによってサポートされるこれらのインターフェイス タイプについて説明します。ま
た、物理インターフェイス特性の設定手順についても説明します。

（注） スイッチ背面のスタック ポートは、イーサネット ポートではないため設定できません。

ここでは、次のインターフェイス タイプについて説明します。

• ポートベースの VLAN（p.11-2）

• スイッチ ポート（p.11-3）

• ルーテッド ポート（p.11-5）

• SVI（p.11-5）

• EtherChannel ポート グループ（p.11-6）

• 10 ギガビット イーサネット インターフェイス（p.11-7） 

• Power over Ethernet ポート（p.11-7）

• インターフェイスの接続（p.11-10）

ポートベースの VLAN
VLAN（仮想 LAN）は、ユーザの物理的な位置に関係なく、機能、チーム、またはアプリケーショ
ンによって論理的に分割されたスイッチド ネットワークです。VLAN の詳細については、第 13 章
「VLAN の設定」を参照してください。ポートで受信したパケットが転送されるのは、その受信ポー
トと同じ VLAN に属するポートに限られます。異なる VLAN 上のネットワーク デバイスは、VLAN
間でトラフィックをルーティングするレイヤ 3 のデバイスがなければ、相互に通信することができ
ません。

VLAN のパーティション化により、VLAN 内のトラフィックに堅固なファイアウォールを実現しま
す。また、各 VLAN には固有の MAC アドレス テーブルがあります。VLAN が成立するのは、ロー
カル ポートが VLAN に対応するように設定されたとき、VLAN Trunk Protocol（VTP;VLAN トラン
ク プロトコル）がトランク上のネイバから VLAN の存在を認識したとき、ユーザが VLAN を作成
したときです。VLAN は、スタック全体の複数のポートから構成できます。

標準範囲の VLAN（VLAN ID が 1 ～ 1005）を設定するには、vlan vlan-idグローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用して config-vlan モードを開始するか、vlan database イネーブル EXEC
コマンドを使用して VLAN データベース コンフィギュレーション モードを開始します。VLAN ID
1 ～ 1005 の VLAN 設定は、VLAN データベースに保存されます。このデータベースは、スタック
内のすべてのスイッチにダウンロードされます。スタック内のすべてのスイッチが同一の VLAN
データベースを作成します。拡張範囲（VLAN ID が 1006 ～ 4094）の VLAN を設定するには、トラ
ンスペアレントに設定した VTP モードで config-vlan モードを使用する必要があります。拡張範囲
VLAN は、VLAN データベースに追加されません。VTP モードがトランスペアレントな場合は、
VTP および VLAN コンフィギュレーションはスイッチの実行コンフィギュレーションに保存され
ます。また、copy running-config startup-configイネーブル EXEC コマンドを実行することにより、
スイッチのスタートアップ コンフィギュレーション ファイルに保存できます。実行コンフィギュ
レーションと保存済みコンフィギュレーションは、スタック内のすべてのスイッチで同一です。

switchportインターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用すると、VLAN にポートが追
加されます。

• インターフェイスを特定します。



第 11章      インターフェイス特性の設定
インターフェイス タイプの概要

11-3
Catalyst 3750 スイッチ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

78-16180-06-J

• トランクポートには、トランク特性を設定し、必要に応じて、所属できる VLAN を定義します。

• アクセス ポートには、所属する VLAN を設定して定義します。

• トンネル ポートには、カスタマー固有の VLAN タグの VLAN ID を設定して定義します。第 17
章「IEEE 802.1Q およびレイヤ 2 プロトコル トンネリングの設定」を参照してください。

スイッチ ポート
スイッチ ポートは、物理ポートに対応付けられたレイヤ 2 専用インターフェイスです。スイッチ
ポートは 1 つまたは複数の VLAN に属しています。 スイッチ ポートは、アクセス ポート、トラン
ク ポート、またはトンネル ポートのいずれかになります。ポートをアクセス ポートまたはトラン
ク ポートとして設定することもできれば、Dynamic Trunking Protocol（DTP）をポート単位で稼働
させ、リンクのもう一方のエンドとネゴシエーションすることで、スイッチポート モードを設定す
ることもできます。 トンネル ポートは、IEEE 802.1Q トランク ポートに接続された非対称リンクの
一部として手動で設定する必要があります。スイッチ ポートは物理インターフェイスおよび対応レ
イヤ 2 プロトコルを管理するために使用され、ルーティングやブリッジングの処理は行いません。

スイッチ ポートは、switchport インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用して設
定します。キーワードを指定せずに switchportコマンドを使用すると、レイヤ 3 モードのインター
フェイスがレイヤ 2 モードになります。

（注） レイヤ 3 モードのインターフェイスをレイヤ 2 モードにすると、影響を受けたインターフェイスに
関連する前の設定情報は失われ、インターフェイスはデフォルト設定に戻る可能性があります。

アクセス ポートおよびトランク ポートの特性の設定に関する詳細は、第 13 章「VLAN の設定」を
参照してください。トンネル ポートの詳細については、第 17 章「IEEE 802.1Q およびレイヤ 2 プ
ロトコル トンネリングの設定」を参照してください。

アクセス ポート

アクセス ポートは、1 つの VLAN だけに属し、その VLAN のトラフィックを搬送します（音声
VLAN ポートとして設定されていないかぎり）。トラフィックは、VLAN タギングなしのネイティ
ブ フォーマットで送受信されます。アクセス ポートに着信したトラフィックは、ポートに割り当
てられた VLAN に所属するとみなされます。アクセス ポートがタグ付きのパケット（Inter-Switch
Link [ISL] または IEEE 802.1Q のタグ付き）を受信した場合、パケットは廃棄され、送信元アドレ
スは学習されません。

2 種類のアクセス ポートがサポートされています。

• スタティック アクセス ポートは手動で VLAN に割り当てます（または IEEE 802.1x を併用した
RADIUS サーバ経由。詳細については、「IEEE 802.1x と VLAN 割り当ての使用方法」[p.10-9]
を参照）。

• ダイナミック アクセス ポートの VLAN メンバーシップは、着信パケットを通じて学習されま
す。デフォルトでは、ダイナミック アクセス ポートはどの VLAN のメンバーでもなく、ポー
トとの伝送はポートの VLAN メンバーシップが検出されたときにだけイネーブルになります。
スイッチのダイナミック アクセス ポートは、VLAN Membership Policy Server（VMPS;VLAN メ
ンバーシップ ポリシー サーバ）によって VLAN に割り当てられます。Catalyst 6500 シリーズ
スイッチが VMPS になります。Catalyst 3750 スイッチは、VMPS サーバとして機能できません。

Cisco IP Phone が接続されたアクセス ポートは、接続されたデバイスから電話機への音声トラ
フィック用に 1 つの VLAN を使用し、データ トラフィック用に別の VLAN を使用するように設定
できます。音声 VLAN ポートの詳細については、第 15 章「音声 VLAN の設定」を参照してください。
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トランク ポート

トランク ポートは複数の VLAN のトラフィックを搬送し、デフォルトでは VLAN データベース内
のすべての VLAN のメンバーです。次のトランク ポート タイプがサポートされます。

• ISL トランク ポートでは、すべての受信済みパケットは ISL ヘッダーでカプセル化されている
とみなされ、送信パケットはすべて ISL ヘッダー付きで送信されます。ISL トランク ポートか
ら受信したネイティブ（タグなし）フレームは、破棄されます。

• IEEE 802.1Q トランク ポートは、タグ付きおよびタグなしの両方のトラフィックを同時にサ
ポートします。IEEE 802.1Q トランク ポートは、デフォルトの Port VLAN ID（PVID）が割り当
てられ、すべてのタグなしトラフィックはポート デフォルト PVID 上を流れます。NULL VLAN
ID を備えたすべてのタグなしおよびタグ付きトラフィックは、ポート デフォルト PVID に所属
するとみなされます。発信ポートのデフォルト PVID と等しい VLAN ID を持つパケットは、タ
グなしで送信されます。残りのトラフィックはすべて、VLAN タグ付きで送信されます。

デフォルトでは、トランク ポートは、VTP に認識されているすべての VLAN のメンバーですが、
トランク ポートごとに VLAN の許可リストを設定して、VLAN メンバーシップを制限できます。許
可 VLAN のリストは、その他のポートには影響を与えませんが、対応トランク ポートには影響を
与えます。デフォルトでは、予想されるすべての VLAN（VLAN ID 1 ～ 4094）は、許可リスト内に
あります。トランク ポートは、VTP が VLAN を認識し、VLAN がイネーブル状態にある場合に限
り、VLAN のメンバーになることができます。VTP が新しいイネーブル VLAN を認識し、その
VLAN がトランク ポートの許可リストに登録されている場合、トランク ポートは自動的にその
VLAN のメンバーになり、トラフィックはその VLAN のトランク ポート間で転送されます。VTP
が、VLAN のトランク ポートの許可リストに登録されていない、新しいイネーブル VLAN を認識
した場合、ポートはその VLAN のメンバーにはならず、その VLAN のトラフィックはそのポート
間で転送されません。

トランク ポートの詳細については、第 13 章「VLAN の設定」を参照してください。

トンネル ポート

トンネル ポートは、サービス プロバイダー ネットワーク内のカスタマーのトラフィックを同じ
VLAN 番号を使用する他のカスタマーから分離するために、IEEE 802.1Q トンネリングで使用され
ます。サービス プロバイダーのエッジ スイッチ上のトンネル ポートからカスタマー スイッチ上の
IEEE 802.1Q トランク ポートへの非対称リンクを設定します。エッジ スイッチのトンネル ポート
に着信するパケットは、カスタマー VLAN ですでに IEEE 802.1Q タグ付きとなっていますが、VLAN
ID を含む他の IEEE 802.1Q タグ（メトロ タグ）のレイヤでカプセル化されます。この VLAN ID は
サービス プロバイダー ネットワークでカスタマーごとに一意になっています。この二重タグ付き
パケットは、元のカスタマー VLAN を他のカスタマーの VLAN から分離したまま、サービス プロ
バイダー ネットワークを通過します。発信インターフェイス、またトンネル ポートでメトロ タグ
は削除され、カスタマー ネットワークの元の VLAN 番号が取得されます。

トンネル ポートは、トランク ポートまたはアクセス ポートにはできません。各カスタマーに一意
の VLAN に所属する必要があります。

トンネル ポートの詳細については、第 17 章「IEEE 802.1Q およびレイヤ 2 プロトコル トンネリン
グの設定」を参照してください。



第 11章      インターフェイス特性の設定
インターフェイス タイプの概要

11-5
Catalyst 3750 スイッチ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

78-16180-06-J

ルーテッド ポート
ルーテッド ポートは物理ポートであり、ルータ上にあるポートのように動作しますが、ルータに接
続されている必要はありません。ルーテッド ポートは、アクセス ポートとは異なり、特定の VLAN
に対応付けられていません。VLAN サブインターフェイスをサポートしない点を除けば、通常の
ルータ インターフェイスのように動作します。ルーテッド ポートは、レイヤ 3 ルーティング プロ
トコルで設定できます。ルーテッド ポートはレイヤ 3 インターフェイス専用で、DTP や STP など
のレイヤ 2 プロトコルはサポートしません。

ルーテッド ポートを設定するには、no switchportインターフェイス コンフィギュレーション コマ
ンドでインターフェイスをレイヤ 3 モードにします。次に、ポートに IP アドレスを割り当て、ルー
ティングをイネーブルにし、ip routingおよび router protocolグローバル コンフィギュレーション
コマンドを使用してルーティング プロトコルの特性を指定します。

（注） no switchportインターフェイス コンフィギュレーション コマンドを実行すると、インターフェイ
スがいったんシャットダウンしてから再度イネーブルになります。これにより、インターフェイス

が接続しているデバイスに関するメッセージが表示されることがあります。レイヤ 2 モードのイン
ターフェイスをレイヤ 3 モードにすると、影響を受けたインターフェイスに関連する前の設定情報
が失われる可能性があります。

ソフトウェアに、設定できるルーテッド ポートの個数制限はありません。ただし、ハードウェアに
は限界があるため、この個数と設定されている他の機能の数との相互関係によって CPU パフォー
マンスに影響が及ぶことがあります。ハードウェアのリソース制限に達したときに何が発生するか

については、「レイヤ 3 インターフェイスの設定」（p.11-27）を参照してください。

IP ユニキャストルーティング、IP マルチキャスト ルーティング、およびルーティング プロトコル
の詳細については、第 35 章「IP ユニキャスト ルーティングの設定」および第 40 章「IP マルチキャ
スト ルーティングの設定」を参照してください。

（注） IP ベース イメージ（以前の標準マルチレイヤ イメージ [SMI]）は、スタティック ルーティングお
よび Routing Information Protocol（RIP）をサポートします。完全なレイヤ 3 ルーティングまたは代
替ブリッジングを実行するには、スタック マスターに IP サービス イメージ（以前の拡張マルチレ
イヤ イメージ [EMI]）をインストールする必要があります。

SVI
Switch Virtual Intertface（SVI; スイッチ仮想インターフェイス）は、スイッチ ポートの VLAN を、シ
ステムのルーティング機能またはブリッジング機能に対する 1 つのインターフェイスとして表し
ます。1 つの VLAN に対応付けできるのは 1 つの SVI だけですが、VLAN 間でルーティングする場
合、VLAN 間でルーティングできないプロトコルを代替ブリッジングする場合、またはスイッチと
IP ホストの接続を行う場合のみ、VLAN に SVI を設定する必要があります。デフォルトでは、SVI
はデフォルト VLAN（VLAN 1）用に作成され、リモート スイッチの管理を可能にします。追加の
SVI は明示的に設定する必要があります。

（注） インターフェイス VLAN 1 は削除できません。
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SVI はシステムへのみ IP ホスト接続を行います。レイヤ 3 モードでは、SVI 全体にルーティングを
設定できます。

スイッチ スタックは合計 1005 の VLAN（および SVI）をサポートしますが、ハードウェアには限
界があるため、SVI とルーテッド ポートの数および設定されている他の機能の数との相互関係に
よって、CPU パフォーマンスに影響が及ぶことがあります。ハードウェアのリソース制限に達した
ときに何が発生するかについては、「レイヤ 3 インターフェイスの設定」（p.11-27）を参照してくだ
さい。

SVI は、VLAN インターフェイスに対して vlanインターフェイス コンフィギュレーション コマン
ドを実行した場合に初めて作成されます。VLAN は、ISL または IEEE 802.1Q カプセル化トランク
上のデータ フレームに関連付けられた VLAN タグ、あるいはアクセス ポート用に設定された
VLAN ID に対応します。トラフィックをルーティングするそれぞれの VLAN に対して VLAN イン
ターフェイスを設定し、IP アドレスを割り当ててください。詳細については、「手動での IP 情報の
割り当て」（p.3-11）を参照してください。

（注） 作成した SVI をアクティブにするには、物理ポートに関連付ける必要があります。

SVI は、ルーティング プロトコルとブリッジング設定をサポートします。IP ルーティング設定の詳
細については、第 35 章「IP ユニキャスト ルーティングの設定」、第 40 章「IP マルチキャスト ルー
ティングの設定」、および第 42 章「代替ブリッジングの設定」を参照してください。

（注） IP ベース イメージはスタティック ルーティングおよび RIP をサポートします。より高度なルー
ティングや代替ブリッジングを行う場合は、スタック マスターに IP サービス イメージを搭載する
必要があります。

EtherChannel ポート グループ
EtherChannel ポート グループでは、複数のスイッチ ポートが 1 つのスイッチ ポートとして扱われ
ます。このようなポート グループは、スイッチ間、またはスイッチおよびサーバ間で広帯域接続を
行う単一論理ポートとして動作します。EtherChannel は、チャネルのリンク全体でトラフィックの
負荷のバランスをとります。EtherChannel 内のリンクで障害が発生した場合は、障害が発生したリ
ンクで搬送されていたトラフィックが残りのリンクに変更されます。グループの複数のトランク

ポートを 1 つの論理トランク ポートに、グループの複数のアクセス ポートを 1 つの論理アクセス
ポートに、グループの複数のトンネル ポートを 1 つの論理トンネル ポートに、またはグループの
複数のルーテッド ポートを 1 つの論理ルーテッド ポートにまとめることができます。ほとんどの
プロトコルは単一または集約スイッチ ポートで動作し、ポート グループ内の物理ポートを認識し
ません。例外は、DTP、Cisco Discovery Protocol（CDP）、Port Aggregation Protocol（PAgP）で、物
理ポート上でのみ動作します。

EtherChannel を設定するとき、ポート チャネル論理インターフェイスを作成し、EtherChannel にイ
ンターフェイスを割り当てます。レイヤ 3 インターフェイスの場合は、interface port-channelグロー
バル コンフィギュレーション コマンドを使用して手動で論理インターフェイスを作成します。そ
の後、channel-group インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用して、手動で
EtherChannel にインターフェイスを割り当てます。レイヤ 2 インターフェイスの場合は、
channel-group インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用して、ダイナミックに
ポート チャネル論理インターフェイスを作成します。このコマンドは物理および論理ポートを結合
します。詳細については、第 34 章「EtherChannel の設定」を参照してください。
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10 ギガビット イーサネット インターフェイス
Catalyst 3750G-16TD スイッチには 10 ギガビット イーサネット インターフェイスが 1 個搭載されて
います。スイッチでは 10 ギガビット イーサネット XENPAK モジュールを使用してネットワークへ
の接続を確立します。

10 ギガビット イーサネット インターフェイスは全二重モードでのみ動作します。インターフェイ
スはスイッチ ポートまたはルーテッド ポートとして設定可能です。Catalyst 3750 スイッチのスタッ
クでは最大で 9 つの 10 ギガビット イーサネット インターフェイスを持つことができます。クロス
スタック EtherChannel では最大 2 つの 10 ギガビット モジュール ポートをサポートしています。

スイッチでサポートされる XENPAK モジュールの最新情報については、リリース ノートを参照し
てください。

XENPAK モジュールの詳細については、XENPAK モジュールのマニュアルを参照してください。

（注） 10 ギガビット イーサネット モジュール ポートは、ハードウェア インストール ガイドでは 10 ギガ
ビット イーサネット XENPAK モジュールと呼ばれています。

Power over Ethernet ポート
Catalyst 3750の Power over Ethernet（PoE）対応スイッチ ポートは、次の接続デバイスに自動的に電
力を供給します（回路上に電力がないことをスイッチが検知した場合）。

• シスコの先行標準受電装置（Cisco IP Phone および Cisco Aironet アクセス ポイントなど）

• IEEE 802.3af 準拠の受電装置

24 ポートの PoE スイッチでは、各 10/100 または 10/100/1000 PoE ポートに 15.4 W の電力が供給さ
れます。48 ポート PoE スイッチでは、48 の 10/100 または 10/100/1000 PoE ポート中 24 ポートに
15.4 W か、または任意の複数のポートに、平均して同時に 7.7 W（合計最大電力出力 370 W）の電
力を供給します。

PoE スイッチ ポートおよび AC 電源装置の両方に接続している場合、受電装置は冗長電力を受けら
れます。

サポート対象のプロトコルおよび規格

スイッチは、次のプロトコルおよび規格を使用して PoE をサポートします。

• 消費電力付き CDP ― 受電装置は消費電力量をスイッチに通知します。スイッチは、消費電力
メッセージに応答しません。スイッチは、PoE ポートに電力を供給するか、または PoE ポート
への電力供給を停止します。

• シスコ インテリジェント電力管理 ― 受電装置とスイッチは、電力ネゴシエーション CDP メッ
セージを介して承認される消費電力レベルをネゴシエートします。ネゴシエーションにより、

7 W 以上を消費する高出力のシスコ製受電装置が最高の電力モードで稼働できるようになりま
す。受電装置はまず低出力モードで起動し、7 W より少ない電力を消費して、高出力モードで
稼働するための電力をネゴシエーションにより取得します。デバイスは、スイッチからの確認

を受信した場合にのみ高出力モードに変更します。

高出力デバイスは、電力ネゴシエーション CDP をサポートしないスイッチ上では低出力モード
で稼働できます。

Release 12.2(25)SE 以前のリリースでは、Catalyst 3750 PoE 対応スイッチ（インテリジェント電
力管理サポートなし）により、インテリジェント電力管理をサポートする高出力受電装置は低

出力モードで稼働していました。低出力モードのデバイスには、完全な機能は備わっていませ

ん。
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シスコ インテリジェント電力管理機能は、消費電力付き CDP と下位互換性があります。スイッ
チは、受信した CDP メッセージに応じて応答します。CDP は、サードパーティ製受電装置で
はサポートされていません。そのため、スイッチは IEEE 分類を使用して、これらの受電装置
の電力使用状況を判別します。

• IEEE 802.3af ― この規格の主な機能として、受電装置の検出、電力管理、切断の検知、および
受電装置の電力分類（オプション）があります。詳細については、この規格を参照してください。

受電装置の検出および初期電力割り当て

PoE 対応ポートが非シャットダウン ステートのとき、PoE がイネーブルのとき（デフォルト）、お
よび接続デバイスが AC アダプタで電力供給されていない場合は、スイッチはシスコ先行標準また
は IEEE 準拠の受電装置を検出します。

スイッチはデバイスの検出後、そのタイプに基づいてデバイスの電力要件を決定します。

• スイッチによって検出されたシスコの先行標準受電装置は、電力要件を提供しません。そのた

め、パワー バジェット用に初期割り当てとして 15.4 W が割り当てられます。

初期電力割り当ては、受電装置が必要とする最大電力量になります。スイッチはまず、検出し

た受電装置にこの電力量を割り当て、電力を供給します。スイッチが受電装置から CDP メッ
セージを受信し、受電装置とスイッチが CDP の電力ネゴシエーション メッセージで電力レベ
ルをネゴシエートしていくうちに、初期電力割り当てが調整されます。

• スイッチは、検出した IEEE 装置を消費電力クラスに分類します。パワー バジェットで使用可
能な電力に基づいて、スイッチはポートに通電が可能かどうかを判別します。表 11-1に、これ
らのレベルをリストします。

スイッチは電力要求をモニタおよび追跡して、電力供給が可能な場合にのみ通電を許可します。ス

イッチは自身のパワー バジェット（スイッチ上の PoE に使用可能な電力量）を追跡します。ポー
トが通電を許可または拒否されると、スイッチは電力アカウンティング計算を実行して、パワー バ
ジェットを最新に保ちます。

電力がポートに適用された後、スイッチは CDP を使用して、接続されたシスコ製受電装置の実際
の消費電力要件を決定し、それに応じてパワー バジェットを調整します。この機能はサードパー
ティ製の PoE デバイスには適用されません。スイッチは要求を処理して、通電を許可または拒否し
ます。要求を許可する場合、スイッチはパワー バジェットを更新します。要求を拒否すると、ス
イッチはポートへの通電がオフであることを確認し、Syslog メッセージを生成して、LED を更新し
ます。また、受電装置は追加の電力についてもスイッチとネゴシエーションできます。

スイッチが、低電圧、過電圧、温度超過、オシレータの故障、または回路短絡状態などによる障害

を検出した場合、ポートへの電力供給を停止し、Syslog メッセージを生成してパワー バジェットお
よび LED を更新します。

表 11-1 IEEE 電力分類

クラス スイッチから必要とされる最大電力レベル

0（クラス ステータス不明） 15.4 W

1 4.0 W

2 7.0 W

3 15.4 W

4（今後の使用のために予約済み） クラス 0 として処理
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PoE 機能は、スイッチがスタック メンバーであるかどうかに関わらず同じように動作します。パ
ワー バジェットはスイッチ単位で、スタック内の他のスイッチの影響を受けません。新しいスタッ
ク マスターが選出されても、PoE の動作には影響しません。スタック マスターは、スタック内の
すべてのスイッチおよびポートの PoE のステータスを追跡し続け、出力表示にそのステータスを含
めます。

電力管理モード

スイッチは、次の PoE モードをサポートします。

• auto ― スイッチは、接続先デバイスに電力が必要かどうかを自動的に検出します。スイッチ
が、ポートに接続された受電装置を検出し、スイッチに十分な電力がある場合は、通電を許可

し、パワー バジェットを更新し、先着順でポートの電源をオンにして、LED を更新します。
LED については、ハードウェア インストレーション ガイドを参照してください。

すべての受電装置に供給できるほど十分な電力がある場合、すべての受電装置がアクティブに

なります。スイッチに接続されているすべての受電装置に十分な電力が供給されている場合、

すべてのデバイスの電源がオンになります。PoE で使用可能な電力が不足している場合、また
は他のデバイスが電力供給を待機している間にあるデバイスが切断され、再接続された場合、

スイッチは通電が許可または拒否されるデバイスを決定できません。

供給する電力がシステムのパワー バジェットを超える場合、スイッチは電力供給を拒否して
ポートがオフになっていることを確認し、Syslog メッセージを生成して LED を更新します。電
力供給が拒否されたら、スイッチは定期的にパワー バジェットを再検査し、引き続き電力要求
に応じようとします。

デバイスがスイッチから電力供給され、さらに AC コンセントに接続した場合、スイッチは引
き続きそのデバイスに電力を供給することがあります。デバイスの電力供給がスイッチによる

ものか AC 電源によるかに関わらず、スイッチは引き続きデバイスに電力を供給していること
を報告する場合があります。

受電装置が取り外されると、スイッチは自動的に切断を検出し、ポートからの電力供給を停止

します。非受電装置の接続は、ダメージを与えることなく、行うことができます。

ポートで許可される最大ワット数を指定できます。受電装置の IEEE クラス最大ワット数が、設
定された最大値より大きい場合、スイッチはポートに電力を供給しません。スイッチが受電装

置に電力供給しても、あとで受電装置が CDP メッセージにより設定された最大値を上回る値を
要求した場合、スイッチはポートへの通電を停止します。受電装置に割り当てられた電力は、

グローバル パワー バジェットに再要求されます。ワット数を指定しない場合、スイッチは最
大値の電力を供給します。任意の PoE ポート上で auto 設定を使用してください。auto モード
はデフォルト設定です。

• static ― スイッチは事前にポートに電力を割り当てて（受電装置が接続されていない場合で
も）、ポートに電力を供給できることを保証します。スイッチはポートに設定された最大ワッ

ト数を割り当てます。このワット数は、IEEE クラスまたは受電装置の CDP メッセージでは調
整されません。電力は事前に割り当てられるため、最大ワット数以下の電力を使用する受電装

置が、スタティック ポートに接続する場合は、通電が保証されています。このポートへの電力
供給は、先着順ではありません。

ただし、受電装置の IEEE クラスが最大ワット数を上回る場合、スイッチはこの受電装置に電
力供給しません。スイッチが、CDP メッセージにより、最大ワット数より多くの電力が受電装
置に必要であることを認識すると、受電装置はシャットダウンされます。

ワット数を指定しない場合、スイッチは最大値を事前に割り当てます。スイッチが受電装置を

検出した場合にのみ、ポートに電力供給します。ハイプライオリティ インターフェイス上で
は、static設定を使用します。

• never ― スイッチは受電装置の検出をディセーブルにして、非受電装置が接続されても、PoE
ポートに電力供給しません。このモードを使用するのは、PoE 対応ポートに電力を供給しない
ことが決まっている（ポートをデータ専用ポートにする）場合のみです。

PoE ポートの設定の詳細については、「PoE ポート上での電力管理モードの設定」（p.11-23）を参照
してください。
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インターフェイスの接続

単一 VLAN 内のデバイスは、スイッチを介して直接通信できます。異なる VLAN のポートは、ルー
ティング デバイスを介さなければデータを交換できません。標準のレイヤ 2 スイッチを使用する
と、異なる VLAN のポートは、ルータを通じて情報を交換する必要があります。

ルーティングがイネーブルに設定されたスイッチを使用することにより、IP アドレスを割り当てた
SVI で VLAN 20 および VLAN 30 の両方を設定すると、外部ルータを使用せずに、スイッチを介し
てパケットをホスト A からホスト B に直接送信できます（図 11-1を参照）。

図 11-1 Catalyst 3750スイッチによる VLAN の接続

スタック マスター上で IP サービス イメージが稼働している場合、スイッチはインターフェイス間
でトラフィックを転送する方式として、ルーティングと代替ブリッジングの 2 通りをサポートしま
す。スタック マスター上で IP ベース イメージが稼働している場合は、基本ルーティング（スタ
ティック ルーティングと RIP）のみがサポートされます。高いパフォーマンスを維持するため、可
能な場合は常にスイッチ ハードウェアによって転送を行います。ただし、ハードウェア内をルー
ティングできるのは、イーサネット II カプセル化機能を備えた IP バージョン 4 パケットのみです。
非 IP トラフィックと、他のカプセル化方式を使用しているトラフィックは、ハードウェアによっ
て代替ブリッジングできます。

• ルーティング機能は、すべての SVI およびルーテッド ポートでイネーブルにできます。スイッ
チは、IP トラフィックだけをルーティングします。IP ルーティング プロトコル パラメータと
アドレス設定が SVI またはルーテッド ポートに追加されると、このポートで受信した IP トラ
フィックはルーティングされます。詳細については、第 35 章「IP ユニキャスト ルーティング
の設定」、第 40 章「IP マルチキャスト ルーティングの設定」、および第 41 章「MSDP の設定」
参照してください。

• 代替ブリッジングを行うと、スイッチでルーティングされないトラフィックや、DECnet など
のルーティングできないプロトコルに属するトラフィックが転送されます。また、代替ブリッ

ジングは、2 つ以上の SVI またはルーテッド ポート間のブリッジングによって、複数の VLAN
を 1 つのブリッジ ドメインに接続します。代替ブリッジングを設定する場合は、ブリッジ グ
ループに SVI またはルーテッド ポートを割り当てます。各 SVI またはルーテッド ポートには
それぞれ 1 つのみブリッジ グループが割り当てられます。同じグループ内のすべてのインター
フェイスは、同じブリッジ ドメインに属します。詳細については、第 42 章「代替ブリッジン
グの設定」を参照してください。

 A
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インターフェイス コンフィギュレーション モードの使用方法
スイッチは、次のインターフェイス タイプをサポートします。

• 物理ポート ― スイッチ ポートおよびルーテッド ポート

• VLAN ― SVI

• ポートチャネル ― EtherChannel インターフェイス

インターフェイスの範囲を設定できます（「一定範囲のインターフェイスの設定」[p.11-13] を参照）。

物理インターフェイス（ポート）を設定するには、インターフェイスのタイプ、スタック メンバー
番号、モジュール番号、およびスイッチ ポート番号を指定し、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。

• タイプ ― 10/100 Mbps イーサネット対応のファスト イーサネット（fastethernet または fa）、
10/100/1000 Mbps イーサネット ポート対応のギガビット イーサネット（gigabitethernet または
gi）、10,000 Mbps 対応の 10 ギガビット イーサネット（tengigabitethernet または te）、または Small
Form-factor Pluggable（SFP）モジュール ギガビット イーサネット インターフェイス。

• スタック メンバー番号 ― スタック内のスイッチを識別するための番号。スイッチ番号は 1 ～
9 の範囲で、スイッチの初回初期化時に割り当てられます。スイッチ スタックに統合される前
までのデフォルトのスイッチ番号は 1 です。スイッチにスタック メンバー番号が割り当てられ
ると、別の番号が割り当てられるまではその番号が保持されます。

スタック モードでのスイッチ ポート LED を使用して、スイッチ内のスタック メンバー番号を
識別できます。

スタック メンバー番号の詳細については、「スタック メンバー番号」（p.5-7）を参照してくだ
さい。

• モジュール番号 ― スイッチ上のモジュール番号またはスロット番号（Catalyst 3750スイッチで
は常に 0）。

• ポート番号 ― スイッチ上のインターフェイス番号。ポート番号は、fastethernet1/0/1 または
gigabitethernet1/0/1 のように、常に 1 で始まり、スイッチに向かって左のポートから順に番号付
けされています。複数のインターフェイス タイプがある場合は（10/100 ポートおよび SFP モ
ジュール ポートなど）、ポート番号は 2 番めのインターフェイス タイプである
gigabitethernet1/0/1 から再開します。

スイッチ上のインターフェイスの位置を物理的に調べることにより、物理インターフェイスを識別

できます。show イネーブル EXEC コマンドを使用して、スイッチ上の特定のインターフェイスま
たはすべてのインターフェイスに関する情報を表示することもできます。以降、この章では、主に

物理インターフェイスの設定手順について説明します。

次の例では、インターフェイスを識別しています。

• スタンドアロン スイッチに 10/100/1000 ポート 4 を設定するには、次のコマンドを入力します。
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/4

• スタック メンバー 3 に 10/100 ポート 4 を設定するには、次のコマンドを入力します。
Switch(config)# interface fastethernet3/0/4

• スタンドアロン スイッチに 10 ギガビット モジュール ポート 1 を設定するには、次のコマンド
を入力します。

Switch(config)# interface tengigabitethernet1/0/1

• スタック メンバー 3 に 10 ギガビット モジュール ポートを設定するには、次のコマンドを入力
します。

Switch(config)# interface tengigabitethernet3/0/1
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スイッチに SFP モジュールがある場合、これらのポートは、スイッチ上の他のインターフェイスの
タイプに応じ番号が付けられます。ポート タイプがファスト イーサネットからギガビット イーサ
ネット（SFP）に変更されると、ポート番号は新たに 1 から開始されます。ポート タイプがギガ
ビット イーサネットのままの場合は、ポート番号は連続して付けられます。

• スタック メンバー 1 の 1 番めの SFP モジュール ポートに 24 個の 10/100/1000 ポートを設定す
るには、次のコマンドを入力します。

Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/25

• スタック メンバー 1 の 1 番めの SFP モジュール ポートに 24 個の 10/100 ポートを設定するに
は、次のコマンドを入力します。

Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1

インターフェイスの設定手順

以下の一般手順は、すべてのインターフェイス設定プロセスに当てはまります。

ステップ 1 イネーブル EXEC プロンプトで、次のように configure terminalコマンドを入力します。

Switch# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# 

ステップ 2 interfaceグローバル コンフィギュレーション コマンドを入力します。インターフェイスのタイプ、
スイッチ番号、およびコネクタ番号を特定します。次の例では、スイッチ 1 上のギガビット イーサ
ネット ポート 1 が選択されています。

Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1 
Switch(config-if)# 

（注） インターフェイス タイプとインターフェイス番号の間にスペースを入れる必要はありませ
ん。たとえば、前出の行の場合は、gigabitethernet 1/0/1、gigabitethernet1/0/1、 gi 1/0/1、ま
たは gi1/0/1のいずれかを指定できます。

ステップ 3 各 interfaceコマンドのあとに、そのインターフェイスで必要なインターフェイス コンフィギュレー
ション コマンドを続けて入力します。入力するコマンドによって、そのインターフェイスで稼働す
るプロトコルとアプリケーションが定義されます。別のインターフェイス コマンドまたは endを入
力してイネーブル EXEC モードに戻ると、コマンドが収集されてインターフェイスに適用されま
す。

interface rangeまたは interface range macroグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用す
ると、一定範囲のインターフェイスを設定することもできます。ある範囲内で設定したインター

フェイスは、同じタイプであり、同じ機能オプションで設定しなければなりません。

ステップ 4 インターフェイスを設定してから、「インターフェイスの表示およびメンテナンス」（p.11-31）に示
した show イネーブル EXEC コマンドで、そのステータスを確認してください。
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show interfacesイネーブル EXEC コマンドを使用して、スイッチ上のまたはスイッチ用に設定され
たすべてのインターフェイスのリストを表示します。デバイスがサポートする各インターフェイス

または指定されたインターフェイスのレポートが出力されます。

一定範囲のインターフェイスの設定

interface range グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、同じコンフィギュレー
ション パラメータを持つ複数のインターフェイスを設定できます。インターフェイス レンジ コン
フィギュレーション モードを開始すると、このモードを終了するまで、入力されたすべてのコマン
ド パラメータはその範囲内の全インターフェイスに対するものとみなされます。

同じパラメータで一定範囲のインターフェイスを設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手
順を実行します。

interface rangeグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用するときは、次の注意事項に留
意してください。

• port-rangeの有効なエントリは次のとおりです。

－ vlan vlan-ID - vlan-ID、VLAN ID は 1 ～ 4094

－ fastethernet stack member/module/{first port} - {last port}、module は常に 0

－ gigabitethernet stack member/module/{first port} - {last port}、module は常に 0

－ port-channel port-channel-number - port-channel-number、port-channel-number は 1 ～ 48

（注） interface rangeコマンドにポート チャネルを指定する場合、最初と最後のポート 
チャネル番号はアクティブなポート チャネルの番号でなければなりません。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface range {port-range | macro 
macro_name}

設定するインターフェイス（VLAN または物理ポート）の範囲を指
定して、インターフェイス レンジ コンフィギュレーション モード
を開始します。

• interface rangeコマンドを使用すると、最大 5 つのポート範囲ま
たは定義済みのマクロを設定できます。

• macro 変数については、「インターフェイス レンジ マクロの設
定と使用方法」（p.11-14）を参照してください。

• カンマで区切られた port-range を指定する場合は、エントリご
とにインターフェイス タイプを入力し、カンマの前後にスペー
スを入れる必要があります。

• ハイフンで区切られた port-rangeでは、インターフェイス タイ
プを再度入力する必要はありませんが、ハイフンの前にスペー

スを入れる必要があります。

ステップ 3 ここで、通常のコンフィギュレーション コマンドを使用して、範囲
内のすべてのインターフェイスにコンフィギュレーション パラ
メータを適用できます。各コマンドは入力されると同時に実行され

ます。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show interfaces [interface-id] 範囲内のインターフェイスの設定を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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• interface range コマンドを使用するときは、最初のインターフェイス番号とハイフンの間にス
ペースを入れます。たとえば、コマンド interface range gigabitethernet1/0/1 - 4は有効な範囲で
すが、コマンド interface range gigabitethernet1/0/1-4は無効な範囲です。

• interface rangeコマンドは、interface vlanコマンドで設定された VLAN インターフェイスでの
み動作します。設定済みの VLAN インターフェイスは、show running-configイネーブル EXEC
コマンドで表示されます。show running-configコマンドによって表示されない VLAN インター
フェイスには、interface rangeコマンドを使用することはできません。

• ある範囲内のすべてのインターフェイスは、同じタイプ（すべてがファスト イーサネット ポー
ト、すべてがギガビット イーサネット ポート、すべてが EtherChannel ポート、またはすべて
が VLAN）でなければなりません。ただし、1 つのコマンド内で複数のレンジを組み合わせる
ことができます。

次の例では、interface rangeグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、スイッチ 1
上のポート 1 ～ 4 の速度を 100 Mbps に設定します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# interface range gigabitethernet1/0/1 - 4
Switch(config-if-range)# speed 100

この例では、カンマを使用して別のインターフェイス タイプ ストリングを追加し、スイッチ 1 上
のファスト イーサネット ポート 1 ～ 3のすべてと、スイッチ 2 上のギガビット イーサネット ポー
ト 1 および 2の両方をイネーブルにし、フロー制御ポーズ フレームを受信できるようにします。

Switch# configure terminal
Switch(config)# interface range fastethernet1/0/1 - 3 , gigabitethernet2/0/1 - 2 
Switch(config-if-range)# flowcontrol receive on

インターフェイス レンジ モードで複数のコンフィギュレーション コマンドを入力すると、各コマ
ンドは入力された時点で実行されます。インターフェイス レンジ モードを終了した時点で、コマ
ンドがバッチ処理されるわけではありません。コマンドの実行中にインターフェイス レンジ コン
フィギュレーション モードを終了すると、一部のコマンドが範囲内のすべてのインターフェイスに
対して実行されない場合もあります。コマンド プロンプトが再表示されるのを待ってから、イン
ターフェイス レンジ コンフィギュレーション モードを終了してください。

インターフェイス レンジ マクロの設定と使用方法
インターフェイス レンジ マクロを作成して、自動的に設定用のインターフェイスの範囲を選択で
きます。interface range macro グローバル コンフィギュレーション コマンド ストリングで macro
キーワードを使用するには、まず define interface-range グローバル コンフィギュレーション コマ
ンドでマクロを定義する必要があります。

インターフェイス レンジ マクロを定義するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行しま
す。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 define interface-range macro_name 
interface-range

インターフェイス レンジ マクロを定義して NVRAM（不揮発性
RAM）に保存します。

• macro_nameは、最大 32 文字の文字列です。

• マクロには、カンマで区切ったインターフェイス範囲を 5 つま
で含めることができます。

• それぞれの interface-range は、同じポート タイプで構成されて
いなければなりません。
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マクロを削除するには、no define interface-range macro_nameグローバル コンフィギュレーション
コマンドを使用します。

define interface-rangeグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用するときは、次の注意事
項に留意してください。

• interface-rangeの有効なエントリは次のとおりです。

－ vlan vlan-ID - vlan-ID、VLAN ID は 1 ～ 4094

－ fastethernet stack member/module/{first port} - {last port}、module は常に 0

－ gigabitethernet stack member/module/{first port} - {last port}、module は常に 0

－ port-channel port-channel-number - port-channel-number、port-channel-numberは 1 ～ 48

（注） ポート チャネルにインターフェイス範囲を使用する場合、最初と最後のポート 
チャネル番号はアクティブなポート チャネルの番号でなければなりません。

• interface-range を入力するときは、最初のインターフェイス番号とハイフンの間にスペースを
入れます。たとえば、gigabitethernet1/0/1 - 4 は有効な範囲ですが、gigabitethernet1/0/1-4 は無
効な範囲です。

• VLAN インターフェイスは、interface vlanコマンドで設定していなければなりません。設定済
みの VLAN インターフェイスは、show running-configイネーブル EXEC コマンドで表示されま
す。show running-config コマンドによって表示されない VLAN インターフェイスは、
interface-rangeとしては使用できません。

• ある範囲内のすべてのインターフェイスは、同じタイプ（すべてがファスト イーサネット ポー
ト、すべてがギガビット イーサネット ポート、すべてが EtherChannel ポート、またはすべて
が VLAN）でなければなりません。ただし、1 つのマクロ内で複数のインターフェイス タイプ
を組み合わせることができます。

次に、enet_listという名前のインターフェイス レンジ マクロを定義してスイッチ 1上のポート 1 お
よび 2 を含め、マクロ設定を確認する例を示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# define interface-range enet_list gigabitethernet1/0/1 - 2
Switch(config)# end
Switch# show running-config | include define 
define interface-range enet_list GigabitEthernet1/0/1 - 2

次に、複数のタイプのインターフェイスを含むマクロ macro1を作成する例を示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# define interface-range macro1 fastethernet1/0/1 - 2, 
gigabitethernet1/0/1 - 2
Switch(config)# end

ステップ 3 interface range macro macro_name macro_nameと名付けたインターフェイス レンジ マクロに保存され
た値を使用して、設定するインターフェイス範囲を選択します。

ここで、通常のコンフィギュレーション コマンドを使用して、定義
されたマクロ内のすべてのインターフェイスに設定を適用できま

す。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show running-config | include define 定義済みのインターフェイス レンジ マクロ設定を表示します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明
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次に、インターフェイス レンジ マクロ enet_list に対するインターフェイス レンジ コンフィギュ
レーション モードを開始する例を示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# interface range macro enet_list 
Switch(config-if-range)# 

次に、インターフェイス レンジ マクロ enet_listを削除し、処理を確認する例を示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# no define interface-range enet_list 
Switch(config)# end
Switch# show run | include define
Switch# 
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イーサネット インターフェイスの設定
ここでは、次の設定について説明します。

• イーサネット インターフェイスのデフォルト設定（p.11-17）

• 10 ギガビット イーサネット インターフェイスの設定時の注意事項（p.11-18）

• インターフェイス速度とデュプレックス モードの設定（p.11-19）

• IEEE 802.3x フロー制御の設定（p.11-21）

• インターフェイスの自動 MDIX の設定（p.11-22）

• PoE ポート上での電力管理モードの設定（p.11-23）

• インターフェイスに関する記述の追加（p.11-26）

イーサネット インターフェイスのデフォルト設定
表 11-2は、レイヤ 2 インターフェイスにのみ適用される一部の機能を含む、イーサネット インター
フェイスのデフォルト設定を示しています。表に示されている VLAN パラメータの詳細について
は、第 13 章「VLAN の設定」を参照してください。また、ポートへのトラフィックの制御の詳細
については、第 25 章「ポートベースのトラフィック制御の設定」を参照してください。

（注） インターフェイスがレイヤ 3 モードの場合に、レイヤ 2 パラメータを設定するには、パラメータを
指定せずに switchportインターフェイス コンフィギュレーション コマンドを入力し、インターフェ
イスをレイヤ 2 モードにする必要があります。これにより、インターフェイスがいったんシャット
ダウンしてから再度イネーブルになり、インターフェイスが接続しているデバイスに関するメッ

セージが表示されることがあります。レイヤ 3 モードのインターフェイスをレイヤ 2 モードにする
と、影響を受けたインターフェイスに関連する前の設定情報は失われ、インターフェイスはデフォ

ルト設定に戻る可能性があります。

表 11-2 レイヤ 2 イーサネット インターフェイスのデフォルト設定

機能 デフォルト設定

動作モード レイヤ 2 またはスイッチング モード（switchportコマンド）

許可 VLAN 範囲 VLAN 1 ～ 4094

デフォルト VLAN（アクセス
ポート用）

VLAN 1（レイヤ 2 インターフェイスのみ）

ネイティブ VLAN（IEEE 802.1Q
トランク用）

VLAN 1（レイヤ 2 インターフェイスのみ）

VLAN トランキング switchport mode dynamic auto（DTP をサポート）（レイヤ 2 イン
ターフェイスのみ）

ポート イネーブル ステート すべてのポートでイネーブルです。

ポート記述 定義なし

速度 自動ネゴシエーション（10 ギガビット インターネット上では未
サポート）

デュプレックス モード 自動ネゴシエーション（10 ギガビット インターネット上では未
サポート）

フロー制御 フロー制御は、receive:offに設定されます。送信されたパケット
に対しては常にオフです。



第 11章      インターフェイス特性の設定
イーサネット インターフェイスの設定

11-18
Catalyst 3750 スイッチ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

78-16180-06-J

10 ギガビット イーサネット インターフェイスの設定時の注意事項
設定上の問題を防ぐには、次の注意事項に従ってください。

• 速度およびデュプレックス機能はサポートされていません。

• 10 ギガビット インターフェイスは次の Quality of Service（QoS; サービス品質）機能をサポート
しません。

－ ポリシング

－ Cisco IP Phone を使用した VoIP における自動 QoS

－ Shaped Round Robin（SRR）のウェイトを使用した出力キューの提供

－ 出力インターフェイスの帯域幅の制限

• 10 ギガビット モジュール ポートが Switched Port Analyzer（SPAN; スイッチド ポート アナライ
ザ）または Remote SPAN（RSPAN）宛先ポートとして設定されている場合、リンク速度が低下
します。

• クロススタック EtherChannel では最大 2 つの 10 ギガビット モジュール ポートをサポートして
います。

EtherChannel（PAgP） すべてのイーサネット ポートでディセーブルになっています。
第 34 章「EtherChannel の設定」を参照してください。

ポート ブロッキング（不明のマ
ルチキャストおよびユニキャス

ト トラフィック）

ディセーブル（ブロッキングされない）（レイヤ 2 インターフェ
イスのみ）。「ポート ブロッキングの設定」（p.25-8）を参照して
ください。

ブロードキャスト、マルチキャ

スト、およびユニキャスト ス
トーム制御

ディセーブル「ストーム制御のデフォルト設定」（p.25-3）を参
照してください。

保護ポート ディセーブル（レイヤ 2 インターフェイスのみ）。「保護ポート
の設定」（p.25-7）を参照してください。

ポート セキュリティ ディセーブル（レイヤ 2 インターフェイスのみ）。「ポート セキュ
リティのデフォルト設定」（p.25-12）を参照してください。

PortFast ディセーブル「オプションのスパニングツリー機能のデフォル

ト設定」（p.20-13）を参照してください。

自動 MDIX イネーブル

（注） この受電装置とスイッチがクロス ケーブルで接続され
ている場合、スイッチは先行標準の受電装置（IEEE
802.3af を完全にはサポートしていない Cisco IP Phone お
よびアクセス ポイントなど）をサポートしない可能性が
あります。これは、自動 MDIX がスイッチ ポート上で
イネーブルになっているかどうかは関係ありません。

PoE イネーブル（auto）

表 11-2 レイヤ 2 イーサネット インターフェイスのデフォルト設定（続き）

機能 デフォルト設定
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インターフェイス速度とデュプレックス モードの設定
スイッチのイーサネット インターフェイスは、全二重または半二重モードのいずれかで、10、100、
1000 Mbps、または 10,000 Mbpsで動作します。全二重モードでは、2 つのステーションが同時にト
ラフィックを送受信できます。通常、10 Mbps ポートは半二重モードで動作します。つまり、ステー
ションはトラフィックの受信または送信のいずれかを交互に行います。

スイッチ モデルには、ファスト イーサネット（10/100 Mbps）ポート、ギガビット イーサネット
（10/100/1000 Mbps）ポート、10 ギガビット モジュール ポートと、SFP モジュールをサポートする

SFP モジュール スロットの組み合わせが含まれます。

ここでは、インターフェイスの速度とデュプレックス モードの設定について説明します。

• 速度とデュプレックスの設定時の注意事項（p.11-19）

• インターフェイス速度およびデュプレックス パラメータの設定（p.11-20）

速度とデュプレックスの設定時の注意事項

インターフェイス速度とデュプレックス モードの設定時には、次の注意事項に留意してください。

• ファスト イーサネット（10/100 Mbps）ポートは、すべての速度およびデュプレックス オプショ
ンをサポートします。

• ギガビット イーサネット（10/100/1000 Mbps）ポートは、すべての速度オプションおよびデュ
プレックス オプション（auto、half、および full）をサポートします。ただし、1000 Mbps で動
作するギガビット イーサネット ポートは半二重モードはサポートしません。

10 ギガビット モジュール ポートでは、速度またはデュプレックス モードの設定はできません。
これらのポートは 10,000 Mbps および全二重モードでのみ動作します。

• SFP モジュール ポートに対する速度とデュプレックスの CLI オプションは、SFP モジュール タ
イプによって異なります。

－ 1000BASE-x（-x  は -BX、-CWDM、-LX、-SX、および -ZX）SFP モジュール ポートは、
speed インターフェイス コンフィギュレーション コマンドの nonegotiate キーワードをサ
ポートします。デュプレックス オプションはサポートされません。

－ 1000BASE-T SFP モジュール ポートは、10/100/1000-Mbps ポートと同一の速度およびデュ
プレックス オプションをサポートします。

－ 100BASE-x（-x は -BX、-FX、-FX-FE、および -LX）SFP モジュール ポートは 100 Mbps の
みをサポートします。これらのモジュールは全二重と半二重のデュプレックス オプション
をサポートしますが、自動ネゴシエーションはサポートしません。

各スイッチがサポートする SFP モジュールについては、製品のリリース ノートを参照してくだ
さい。

• 回線の両端で自動ネゴシエーションをサポートする場合は、デフォルトの autoネゴシエーショ
ンを設定することを強く推奨します。

• 一方のインターフェイスが自動ネゴシエーションをサポートし、もう一方がサポートしない場

合は、両方のインターフェイスでデュプレックスと速度を設定してください。サポートしてい

る側で auto設定を使用しないでください。

• STP がイネーブルになっていて、ポートが再設定された場合、スイッチがループの有無を調べ
るのに 30 秒ほどかかることがあります。STP の再設定が行われている間、ポート LED はオレ
ンジになります。

注意 インターフェイス速度とデュプレックス モード設定を変更すると、再設定中にインターフェイス
がシャットダウンして再度イネーブルになることがあります。
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インターフェイス速度およびデュプレックス パラメータの設定

物理インターフェイスに対して速度およびデュプレックス モードを設定するには、イネーブル
EXEC モードで次の手順を実行します。

インターフェイスをデフォルトの速度およびデュプレックス設定（自動ネゴシエーション）に戻す

には、no speed および no duplex インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用しま
す。すべてのインターフェイス設定をデフォルトに戻すには、default interface interface-idインター
フェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id 設定する物理インターフェイスを指定し、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。

ステップ 3 speed {10 | 100 | 1000 | auto [10 | 100 | 
1000] | nonegotiate}

このコマンドは 10 ギガビット イーサネット インターフェイスでは
使用できません。

インターフェイスの適切な速度パラメータを入力します。

• 10、100、1000 のいずれかを入力し、インターフェイスの特定
の速度を設定します。1000 キーワードは 10/100/1000 Mbps ポー
トに対してのみ使用できます。

• auto を入力すると、インターフェイスは、接続されている装置
と速度を自動ネゴシエーションできるようになります。10、100、
または 1000 キーワードを auto キーワードと併用すると、ポー
トは指定された速度のみで自動ネゴシエーションを行います。

• nonegotiateキーワードは、SFP モジュール ポートに限り使用で
きます。SFP モジュール ポートは 1000 Mbps でのみ稼働します
が、自動ネゴシエーションをサポートしないデバイスに接続さ

れている場合はネゴシエーションしないように設定できます。

速度設定の詳細については、「速度とデュプレックスの設定時の注意

事項」（p.11-19）を参照してください。

ステップ 4 duplex {auto | full | half} このコマンドは 10 ギガビット イーサネット インターフェイスでは
使用できません。

インターフェイスのデュプレックス パラメータを入力します。

半二重モードをイネーブルにします（10 または 100 Mbps でのみ動
作するインターフェイスのみ）。1000 Mbps で動作しているインター
フェイスに半二重モードを設定できません。

Cisco IOS Release 12.2(20)SE1 以降では、速度を autoに設定すると、
デュプレックス設定を行えます。

デュプレックス設定の詳細については、「速度とデュプレックスの設

定時の注意事項」（p.11-19）を参照してください。

ステップ 5 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 show interfaces interface-id インターフェイス速度およびデュプレックス モード設定を表示し
ます。

ステップ 7 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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次に、10/100 Mbps ポートに対して、インターフェイス速度を 10 Mbps に、デュプレックス モード
を半二重に設定する例を示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# interface fasttethernet1/0/3
Switch(config-if)# speed 10
Switch(config-if)# duplex half

次に、10/100/1000 Mbps ポートに対して、インターフェイス速度を 100 Mbps に設定する例を示しま
す。

Switch# configure terminal
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/2
Switch(config-if)# speed 100

IEEE 802.3x フロー制御の設定
フロー制御により、接続しているイーサネット ポートは、輻輳しているノードがリンク動作をもう
一方の端で一時停止できるようにすることによって、輻輳時のトラフィック レートを制御できま
す。あるポートで輻輳が発生し、トラフィックをそれ以上受信できない場合は、ポーズ フレームを
送信して、その状況が解消されるまで送信を停止するようにもう一方のポートに通知します。送信

側デバイスは、ポーズ フレームを受信するとデータ パケットの送信を停止し、その結果、輻輳に
よるデータ パケットの損失を防ぐことができます。

（注） Catalyst 3750ポートは、ポーズ フレームを受信できますが、送信はできません。

flowcontrol インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用して、ポーズ フレームの
receive（受信）に対するインターフェイスの機能を on、off、または desiredに設定します。デフォ
ルトのステートは、offです。

desired に設定すると、インターフェイスは、フロー制御パケットを送信する必要のある接続済み
デバイス、またはフロー制御パケットを送信する必要はないが送信可能な接続済みデバイスと連携

して動作します。

デバイスに設定されるフロー制御には、次の規則が適用されます。

• receive on（または desired）：ポートはポーズ フレームを送信できませんが、ポーズ フレーム
を送信する必要のある、または送信できる接続デバイスとともに動作できます。ポートはポー

ズ フレームを受信できます。

• receive off：フロー制御は、どちら方向にも動作しません。輻輳が発生しても、リンクの相手方
に通知されず、どちらのデバイスでもポーズ フレームの送受信が行われません。

（注） コマンドの設定と、その結果生じるローカルおよびリモート ポートでのフロー制御解決の詳細に
ついては、このリリースのコマンド リファレンスに記載された flowcontrolインターフェイス コン
フィギュレーション コマンドを参照してください。

インターフェイスでのフロー制御を設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行しま
す。
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フロー制御をディセーブルにするには、flowcontrol receive offインターフェイス コンフィギュレー
ション コマンドを使用します。

次に、ポートでフロー制御をオンにする例を示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# flowcontrol receive on
Switch(config-if)# end

インターフェイスの自動 MDIX の設定
Automatic Media Dependent Interface Crossover（Auto-MDIX; 自動 MDIX）がインターフェイスでイ
ネーブルな場合、インターフェイスは自動的に必要なケーブル接続タイプ（ストレートまたはクロ

ス）を検出し、接続を適切に設定します。自動 MDIX 機能を使わずにスイッチを接続する場合は、
サーバ、ワークステーション、ルータなどのデバイスにはストレート ケーブルを使用して接続し、
その他のスイッチやリピータへはクロス ケーブルを使用して接続する必要があります。自動 MDIX
がイネーブルな場合は、どちらかのタイプのケーブルを使用して他のデバイスへ接続できます。イ

ンターフェイスは、自動的に不正なケーブル接続を修正します。ケーブル接続の要件の詳細につい

ては、ハードウェア インストレーション ガイドを参照してください。

自動 MDIX は、デフォルトでイネーブルに設定されています。また、自動 MDIX がイネーブルの場
合は、この機能を正常に動作させるために、インターフェイスの速度とデュプレックス モードを
autoに設定する必要があります。自動 MDIX は、すべての 10/100 および 10/100/1000 Mbps インター
フェイスと 10/100/1000 BASE-TX SFP モジュール インターフェイス上でサポートされています。
1000BASE-SXまたは LX SFP モジュール インターフェイス上ではサポートされていません。

表 11-3 は、自動 MDIX の設定値と、それぞれ正しいケーブル接続と不正なケーブル接続の場合の
リンク ステートを示しています。

インターフェイスでの自動 MDIX を設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行しま
す。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id 設定する物理インターフェイスを指定し、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。

ステップ 3 flowcontrol {receive} {on | off | desired} ポートにフロー制御モードを設定します。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show interfaces interface-id インターフェイスのフロー制御設定を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

表 11-3 リンクの状態と自動 MDIX 設定

ローカル側の自動 MDIX リモート側の自動 MDIX 正しいケーブル接続 不正なケーブル接続

オン オン リンクアップ リンクアップ

オン オフ リンクアップ リンクアップ

オフ オン リンクアップ リンクアップ

オフ オフ リンクアップ リンクダウン
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自動 MDIX をディセーブルにするには、no mdix auto インターフェイス コンフィギュレーション
コマンドを使用します。

次に、ポートで自動 MDIX をイネーブルにする例を示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# speed auto
Switch(config-if)# duplex auto
Switch(config-if)# mdix auto
Switch(config-if)# end

PoE ポート上での電力管理モードの設定
ほとんどの場合、デフォルト設定（auto モード）は正常に稼働し、プラグアンドプレイ動作を提供
します。それ以上の設定は、必要ありません。ただし、PoE ポートにより高いプライオリティをつ
けるとき、PoE ポートをデータ専用にするとき、または最大ワット数を指定してポート上の高出力
の受電装置を許可しない場合には、次の手順を使用します。

（注） PoE 設定を変更する場合、設定されているポートは電力を廃棄します。新しい設定、他の PoE ポー
トのステート、およびパワー バジェットのステートによっては、ポートが再びアクティブになら
ないことがあります。たとえば、ポート 1 が auto およびオン ステートで、このポートをスタティッ
ク モードに設定する場合などです。スイッチは、ポート 1 への通電を停止し、受電装置を検出し
て、ポートに再度通電します。ポート 1 が auto およびオン ステートで、このポートに 10 W の最大
ワット数を設定する場合、スイッチはポートへの通電を停止してから、受電装置を再度検出しま

す。スイッチがポートに再度通電するのは、受電装置がクラス 1、クラス 2、またはシスコ専用の
受電装置の場合のみです。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id 設定する物理インターフェイスを指定し、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。

ステップ 3 speed auto 接続されたデバイスと速度を自動ネゴシエーションするようにイン

ターフェイスを設定します。

ステップ 4 duplex auto 接続されたデバイスとデュプレックス モードを自動ネゴシエー
ションするようにインターフェイスを設定します。

ステップ 5 mdix auto インターフェイス上で自動 MDIX をイネーブルにします。

ステップ 6 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 7 show controllers ethernet-controller 
interface-id phy

インターフェイス上の自動 MDIX 機能の動作ステートを確認しま
す。

ステップ 8 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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PoE 対応ポートで電力管理モードを設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行しま
す。

show power inlineユーザ EXEC コマンドの出力については、このリリースのコマンド リファレンス
参照してください。PoE 関連コマンドの詳細については、「PoE スイッチ ポートのトラブルシュー
ティング」（p.43-16）を参照してください。音声 VLAN の設定の詳細については、第 15 章「音声
VLAN の設定」を参照してください。

PoE ポートに接続されたデバイスのためのパワー バジェット
シスコ製受電装置が PoE ポートに接続されると、スイッチは Cisco Discovery Protocol （CDP）を使
用してデバイスの実際の消費電力を確認し、パワー バジェットを調整します。この機能はサード
パーティ製の IEEE 準拠受電装置には適用されません。これらのデバイスに対しては、スイッチが
電力要求を認可すると、スイッチは IEEE の受電装置分類に従ってパワー バジェットを調整します。
受電装置が クラス 0（クラス ステータス不明）またはクラス 3 の場合には、スイッチは実際の必要
電力量にかかわらず、デバイスに対して 15,400 ミリワットを割り当てます。受電装置が実際の消費

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id 設定する物理ポートを指定し、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。

ステップ 3 power inline {auto [max max-wattage]
| never | static [max max-wattage]}

ポートに PoE モードを設定します。キーワードの意味は次のとおり
です。

• auto ― 受電装置の検出がイネーブルです。使用できる電力が十
分ある場合は、装置の検出後、PoE ポートに自動的に電力を割
り当てます。これがデフォルト設定です。

• （任意）max max-wattage ― ポートで許可される電力を制限しま
す。指定できる範囲は 4000 ～ 15400 ミリワットです。値を指定
しない場合、最大値が許可されます（15400 ミリワット）。

• never ― 装置の検出がディセーブルになり、ポートへの通電が
ディセーブルになります。

（注） ポートにシスコの受電装置が接続されている場合は、ポート
の設定に power inline neverコマンドを使用しないでくださ
い。問題のあるリンクアップが発生して、ポートが errdisable
ステートになります。

• static ― 受電装置の検出がイネーブルです。スイッチが受電装
置を検出する前に、ポートに電力を事前割り当て（予約）しま

す。接続されているデバイスが存在しなくても、デバイス検出

の際にスイッチはこのポート用の電力を予約し、電力の供給を

保証します。

スイッチは、スタティック モードで設定されているポートに電力を
割り当ててから、auto モードで設定されたポートに電力を割り当て
ます。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show power inline [interface-id | 
module switch-number]

指定したインターフェイスまたは指定したスタック メンバーの、ス
イッチまたはスイッチ スタックの PoE ステータスを表示します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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量より高いクラスを通知してきた場合、または電力分類をサポートしていない場合（デフォルトは

クラス 0）、スイッチはグローバル パワー バジェットを判定するために IEEE クラス情報を使用す
るため、電力を供給できるデバイスが少なくなる場合があります。

power inline consumption wattage コンフィギュレーション コマンドを使用すると、IEEE 分類で規
定されているデフォルトの電力要件を上書きできます。IEEE 分類の規定とデバイスが実際に必要
とする電力との差分は、グローバル パワー バジェットに割り当てられ、追加のデバイスに使用す
ることができます。これにより、スイッチのパワー バジェットを拡大し、より効率的に電力を使用
できるようになります。

たとえば、スイッチが各 PoE ポートに 15,400 ミリワットを割り当てている場合、接続できるクラ
ス 0 の受電装置は 24 台のみです。クラス 0 デバイスの電力要件が実際には 5000 ミリワットの場合
は、消費ワット数を 5000 ミリワットに設定すると、最大 48 デバイスを接続することができます。
24 ポートまたは 48 ポートのスイッチで使用可能な総 PoE 出力電力は 370,000 ミリワットです。

注意 スイッチのパワー バジェットを注意深く計画し、供給電力が過剰にならないようにする必要があ
ります。

（注） パワー バジェットを手動で設定する場合は、スイッチと受電装置間のケーブルで失われる電力損
失も考慮する必要があります。

power inline consumption default wattage コマンドまたは no power inline consumption default コマン
ドを入力すると、次の注意メッセージが表示されます。

%CAUTION: Interface interface-id: Misconfiguring the 'power inline 
consumption/allocation' command may cause damage to the switch and void your warranty. 
Take precaution not to oversubscribe the power supply. Refer to documentation.

IEEE 電力分類の詳細については、「Power over Ethernet ポート」（p.11-7）を参照してください。

スイッチの各 PoE ポートに接続された受電装置のパワー バジェット量を設定するには、イネーブ
ル EXEC モードで次の手順を実行します。

設定をデフォルトに戻すには、no power inline consumption default グローバル コンフィギュレー
ション コマンドを使用します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 no cdp run （任意）CDP をディセーブルにします。

ステップ 3 power inline consumption default wattage スイッチの各 PoE ポートに接続された受電装置の消費電力を設
定します。指定できる範囲は 4000 ～ 15400 ミリワットです。デ
フォルト値は 15400 ミリワットです。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show power inline consumption default 電力消費ステータスを表示します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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特定の PoE ポートに接続された受電装置のパワー バジェット量を設定するには、イネーブル EXEC
モードで次の手順を実行します。

設定をデフォルトに戻すには、no power inline consumption default インターフェイス コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。

show power inline consumption default イネーブル EXEC コマンドの出力については、このリリース
のコマンド リファレンス参照してください。

インターフェイスに関する記述の追加

インターフェイスの機能に関する記述を追加できます。記述は、show configuration、
show running-config、および show interfacesコマンドの出力に表示されます。

インターフェイスに関する記述を追加するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

記述を削除するには、no descriptionインターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用し
ます。

次に、ポートに記述を追加し、その記述を確認する例を示します。

Switch# config terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/2
Switch(config-if)# description Connects to Marketing
Switch(config-if)# end
Switch# show interfaces gigabitethernet1/0/2 description
Interface Status         Protocol Description
Gi1/0/2  admin down     down     Connects to Marketing

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 no cdp run （任意）CDP をディセーブルにします。

ステップ 3 interface interface-id 設定する物理ポートを指定し、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。

ステップ 4 power inline consumption default wattage スイッチの PoE ポートに接続された受電装置の消費電力を設定
します。指定できる範囲は 4000 ～ 15400 ミリワットです。デフォ
ルト値は 15400 ミリワットです。

ステップ 5 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 show power inline consumption default 電力消費ステータスを表示します。

ステップ 7 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id 記述を追加するインターフェイスを指定し、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。

ステップ 3 description string インターフェイスに関する記述を追加します（最大 240 文字）。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show interfaces interface-id description

または

show running-config

設定を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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レイヤ 3 インターフェイスの設定
Catalyst 3750スイッチは、次に示す 3 種類のレイヤ 3 インターフェイスをサポートします。

• SVI：トラフィックをルーティングする VLAN に対応する SVI を設定する必要があります。SVI
は、interface vlanグローバル コンフィギュレーション コマンドのあとに VLAN ID を入力して
作成します。SVI を削除するには、no interface vlanグローバル コンフィギュレーション コマ
ンドを使用します。インターフェイス VLAN 1 は削除できません。

（注） 作成した SVI をアクティブにするには、物理ポートに関連付ける必要があります。
VLAN へのレイヤ 2 ポートの割り当てについては、第 13 章「VLAN の設定」を参照し
てください。

• ルーテッド ポート：ルーテッド ポートは、no switchportインターフェイス コンフィギュレー
ション コマンドを使用してレイヤ 3 モードに設定された物理ポートです。

• レイヤ 3 EtherChannel ポート：ルーテッド ポートで構成された EtherChannel インターフェイス
です。

EtherChannel ポートについては、第 34 章「EtherChannel の設定」を参照してください。

レイヤ 3 スイッチでは、ルーテッド ポートおよび SVI ごとに IP アドレスを 1 つ割り当てることが
できます。

スイッチ スタックに設定可能な SVI とルーテッド ポートの数について定義済みの制限はありませ
ん。ただし、ハードウェアには限界があるため、SVI およびルーテッド ポートの個数と、設定され
ている他の機能の個数の組み合わせによっては、CPU 利用率が影響を受けることがあります。ス
イッチが最大限のハードウェア リソースを使用している場合にルーテッド ポートまたは SVI を作
成しようとすると、次のような結果になります。

• 新たなルーテッド ポートを作成しようとすると、スイッチはインターフェイスをルーテッド
ポートに変換するための十分なリソースがないことを示すメッセージを表示し、インターフェ

イスはスイッチポートのままとなります。

• 拡張範囲の VLAN を作成しようとすると、エラー メッセージが生成され、拡張範囲の VLAN
は拒否されます。

• VTP が新たな VLAN をスイッチへ通知すると、スイッチは使用可能な十分なハードウェア リ
ソースがないことを示すメッセージを送り、その VLAN をシャットダウンします。show vlan
ユーザ EXEC コマンドの出力は、VLAN が一時停止ステートであることを示しています。

• スイッチが、ハードウェアのサポート可能な数を超える VLAN とルーテッド ポートが設定さ
れたコンフィギュレーションを使って起動を試みると、VLAN は作成されますが、ルーテッド
ポートはシャットダウンされ、スイッチはハードウェア リソースが不十分であるという理由を
示すメッセージを送信します。

すべてのレイヤ 3 インターフェイスには、トラフィックをルーティングするための IP アドレスが
必要です。以下の手順は、レイヤ 3 インターフェイスとしてインターフェイスを設定する方法およ
びインターフェイスに IP アドレスを割り当てる方法を示します。

（注） 物理ポートがレイヤ 2 モードである（デフォルト）場合は、no switchport インターフェイス コン
フィギュレーション コマンドを実行してインターフェイスをレイヤ 3 モードにする必要がありま
す。no switchport コマンドを実行すると、インターフェイスがディセーブルになってから再度イ
ネーブルになります。これにより、インターフェイスが接続しているデバイスに関するメッセージ

が表示されることがあります。さらに、レイヤ 2 モードのインターフェイスをレイヤ 3 モードにす
ると、影響を受けたインターフェイスに関連する前の設定情報は失われ、インターフェイスはデ

フォルト設定に戻る可能性があります。
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レイヤ 3 インターフェイスを設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

インターフェイスの IP アドレスを削除するには、no ip addressインターフェイス コンフィギュレー
ション コマンドを使用します。

次に、ポートをルーテッド ポートとして設定し、IP アドレスを割り当てる例を示します。

Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/2
Switch(config-if)# no switchport
Switch(config-if)# ip address 192.20.135.21 255.255.255.0
Switch(config-if)# no shutdown

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface {{fastethernet | gigabitethernet} 
interface-id} | {vlan vlan-id} | {port-channel 
port-channel-number}

レイヤ 3 インターフェイスとして設定するインターフェイス
を指定し、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。

ステップ 3 no switchport 物理ポートに限り、レイヤ 3 モードを開始します。

ステップ 4 ip address ip_address subnet_mask IP アドレスおよび IP サブネットを設定します。

ステップ 5 no shutdown インターフェイスをイネーブルにします。

ステップ 6 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 7 show interfaces [interface-id]

show ip interface [interface-id]

show running-config interface [interface-id]

設定を確認します。

ステップ 8 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存しま
す。
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システム MTU の設定
スイッチ スタック上のすべてのインターフェイスで送受信されるフレームのデフォルト Maximum
Transmission Unit（MTU; 最大伝送ユニット）サイズは、1500 バイトです。system mtu グローバル
コンフィギュレーション コマンドを使用すると、10 または 100 Mbps で稼働するすべてのインター
フェイスの MTU サイズを増やすことができます。また、system mtu jumbo グローバル コンフィ
ギュレーション コマンドを使用すると、すべてのギガビット イーサネット インターフェイス上で
ジャンボ フレームをサポートするように MTU サイズを増やすことができます。system mtu routing
グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用すると、ルーテッド ポートの MTU サイズを
変更できます。 

（注） システム MTU サイズより大きなルーティング MTU サイズを設定することはできません。システ
ム MTU サイズを現在設定されているルーティング MTU サイズより小さな値に変更すると、設定
変更は受け付けられますが、次回スイッチをリセットするまで適用されません。設定変更が有効に

なると、ルーティング MTU サイズは自動的に新たなシステム MTU サイズに設定されます。

system mtu コマンドはギガビット イーサネット ポートには影響せず、system jumbo mtu コマンド
は 10/100 ポートには影響しません。system mtu jumbo コマンドを設定しない場合は、system mtu
コマンドの設定が、すべてのギガビット イーサネット インターフェイスに適用されます。

個々のインターフェイスに MTU サイズを設定することはできません。スイッチ スタック上のすべ
ての 10/100 インターフェイスまたはすべてのギガビット イーサネット インターフェイスに対して
設定されます。システム MTU サイズまたはジャンボ MTU サイズを変更した場合は、スイッチを
リセットしないと、新しい設定は有効になりません。system mtu routing コマンドは、スイッチを
リセットしなくても有効になります。 

スイッチ CPU が受信可能なフレーム サイズは、system mtu コマンドまたは system mtu jumbo コマ
ンドで入力された値には関係なく、1998 バイトに制限されています。通常、転送またはルーティン
グされたフレームは CPU によって受信されませんが、場合によっては、制御トラフィック、SNMP
（簡易ネットワーク管理プロトコル）、Telnet、またはルーティング プロトコルへ送信されたトラ
フィックなどのパケットが CPU へ送信されることがあります。

ルーテッド パケットは、出力ポート上で MTU チェックを受けます。ルーテッド ポートに使用する
MTU 値は、（system mtu jumbo 値ではなく）適用された system mtu 値から取得します。つまり、
ルーテッド MTU 値は VLAN のシステム MTU より大きくなりません。ルーティング プロトコルで
は、リンクの隣接関係および MTU をネゴシエーションするとき、システム MTU 値が使用されま
す。たとえば、Open Shortest Path First（OSPF）プロトコルは、ピア ルータとの隣接関係を設定す
る前に、この MTU 値を使用します。特定の VLAN のルーテッド パケットの MTU 値を表示するに
は、show platform port-asic mvidイネーブル EXEC コマンドを使用します。

（注） レイヤ 2ギガビット イーサネット インターフェイスが、10/100 インターフェイスより大きいサイ
ズのフレームを受け取るように設定されている場合、レイヤ 2ギガビット イーサネット インター
フェイスで受信するジャンボ フレームとレイヤ 2の 10/100 インターフェイスで送信されるジャン
ボ フレームは廃棄されます。
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10/100 またはギガビット イーサネットインターフェイスの MTU サイズを変更するには、イネーブ
ル EXEC モードを開始し、次の手順を実行します。

特定のタイプのインターフェイスに対して許容範囲外の値を入力すると、値は受け入れられませ

ん。

スイッチをリロードしたあと、show system mtuイネーブル EXEC コマンドを使用して、設定を確
認できます。

次は、ギガビット イーサネット ポートの最大パケット サイズを 1800 バイトに設定する方法を示し
た例です。

Switch(config)# system jumbo mtu 1800
Switch(config)# exit
Switch# reload

次は、ギガビット イーサネット インターフェイスを範囲外の数値に設定しようとした場合の応答
を示した例です。

Switch(config)# system mtu jumbo 25000
                                   ^
% Invalid input detected at '^' marker.

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 system mtu bytes （任意）10 または 100 Mbps で稼働するスイッチ スタックのすべての
インターフェイスに対して MTU サイズを変更します。指定できる
範囲は 1500 ～ 1998 バイトです。デフォルトは 1500 バイトです。

ステップ 3 system mtu jumbo bytes （任意）スイッチ スタックのすべてのギガビット イーサネット イン
ターフェイスに対して MTU サイズを変更します。指定できる範囲
は 1500 ～ 9000 バイトです。デフォルトは 1500 バイトです。

ステップ 4 system mtu routing bytes （任意）ルーテッド ポートのシステム MTU サイズを変更します。シ
ステム MTU 値の範囲は 1500 で、これは、すべてのポートにルー
ティングできる最大 MTU 値です。

より大きなパケットも許可されますが、ルーティングはできません。

ステップ 5 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 copy running-config startup-config コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

ステップ 7 reload オペレーティング システムをリロードします。
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インターフェイスの表示およびメンテナンス

ここでは、インターフェイスの表示とメンテナンスについて説明します。

• インターフェイス ステータスの表示（p.11-31）

• インターフェイスおよびカウンタのクリアとリセット（p.11-32）

• インターフェイスのシャットダウンおよび再起動（p.11-32）

インターフェイス ステータスの表示
イネーブル EXEC プロンプトにコマンドを入力することによって、ソフトウェアおよびハードウェ
アのバージョン、設定、インターフェイスに関する統計情報などインターフェイスに関する情報を

表示できます。表 11-4に、このインターフェイス表示コマンドの一部を示します（イネーブル EXEC
プロンプトに show ? と入力すると、すべての show コマンドのリストが表示されます）。このコマ
ンドの詳細については、『Cisco IOS Interface Command Reference』 Release 12.2 を参照してください。

表 11-4 インターフェイス用の show コマンド

コマンド 説明

show interfaces [interface-id] すべてのインターフェイスまたは特定のインターフェイスのス

テータスおよび設定を表示します。

show interfaces interface-id status [err-disabled] インターフェイスのステータス、または errdisable ステートにある
インターフェイス リストを表示します。

show interfaces [interface-id] switchport スイッチング（非ルーティング）ポートの管理上および動作上の

ステータスを表示します。このコマンドを使用すると、ポートが

ルーティングまたはスイッチングのどちらのモードにあるかが判

別できます。

show interfaces [interface-id] description 1 つのインターフェイスまたはすべてのインターフェイス上の設
定に関する記述とインターフェイスのステータスを表示します。

show ip interface [interface-id] IP ルーティング用に設定されたすべてのインターフェイス、また
は指定されたインターフェイスの使用可能性に関するステータス

を表示します。

show interface [interface-id] stats インターフェイスのスイッチング パス単位で入力および出力パ
ケットを表示します。

show interfaces transceiver properties （任意）インターフェイスの温度、電圧、または電流を表示します。

show interfaces [interface-id] [{transceiver properties |
detail}] module number]

SFP モジュールに関する物理および動作ステータスを表示しま
す。

show running-config interface [interface-id] インターフェイスの RAM に保存された実行コンフィギュレー
ションを表示します。

show version ハードウェア構成、ソフトウェアのバージョン、コンフィギュレー

ション ファイルの名前とソース、ブート イメージを表示します。

show controllers ethernet-controller interface-id phy インターフェイス上の自動 MDIX 機能の動作ステートを表示しま
す。

show power inline [interface-id | module switch-number] スイッチまたはスイッチ スタック、インターフェイス、またはス
タック内の特定のスイッチの PoE ステータスを表示します。
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インターフェイスおよびカウンタのクリアとリセット

表 11-5 に、カウンタのクリアとインターフェイスのリセットに使用できるイネーブル EXEC モー
ドの clearコマンドを示します。

show interfacesイネーブル EXEC コマンドによって表示されたインターフェイス カウンタをリセッ
トするには、clear counters イネーブル EXEC コマンドを使用します。オプションの引数が特定の
インターフェイス番号から特定のインターフェイス タイプのみをクリアするように指定されてい
る場合を除いて、clear counters コマンドは、インターフェイスから現在のインターフェイス カウ
ンタをすべてクリアします。

（注） clear counters イネーブル EXEC コマンドは、SNMP を使用して取得されたカウンタをクリアしま
せん。show interfacesイネーブル EXEC コマンドで表示されるカウンタのみをクリアします。

インターフェイスのシャットダウンおよび再起動

インターフェイスをシャットダウンすると、指定されたインターフェイスのすべての機能がディ

セーブルになり、使用不可能であることがすべてのモニタ コマンドの出力に表示されます。この情
報は、すべてのダイナミック ルーティング プロトコルによって他のネットワーク サーバに伝達さ
れます。ルーティング更新のときには、このインターフェイスは一切考慮されません。

インターフェイスをシャットダウンするには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

インターフェイスを再起動するには、no shutdownインターフェイス コンフィギュレーション コマ
ンドを使用します。

インターフェイスがディセーブルになっていることを確認するには、show interfaces イネーブル
EXEC コマンドを使用します。ディセーブル化されたインターフェイスは、administratively downと
表示されます。

表 11-5 インターフェイス用の clear コマンド

コマンド 説明

clear counters [interface-id] インターフェイスのカウンタをクリアします。

clear interface interface-id インターフェイスに関するハードウェア ロジックをリセットします。

clear line [number | console 0 | vty number] 非同期シリアル回線に関するハードウェア ロジックをリセットします。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface {vlan vlan-id} | {{fastethernet | 
gigabitethernet} interface-id} | {port-channel 
port-channel-number}

設定するインターフェイスを選択します。

ステップ 3 shutdown インターフェイスをシャットダウンします。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show running-config 設定を確認します。
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12

SmartPort マクロの設定

この章では、Catalyst 3750 スイッチに SmartPort マクロを設定して適用する方法について説明しま
す。

（注） この章で使用されるコマンドの構文および使用方法の詳細については、このリリースのコマンド リ
ファレンスを参照してください。

この章で説明する内容は、次のとおりです。

• SmartPort マクロの概要（p.12-2）

• SmartPort マクロの設定（p.12-3）

• SmartPort マクロの表示（p.12-8）
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SmartPort マクロの概要
SmartPort マクロは、共通の設定を保存および共有するのに便利な方法です。SmartPort マクロを使
用して、ネットワークのスイッチの位置に基づく機能および設定をイネーブルにしたり、ネット

ワーク上で大規模な設定配置を行うことができます。

各 SmartPort マクロは、定義する CLI（コマンドライン インターフェイス）コマンドのセットです。
SmartPort マクロは、新しい CLI コマンドを含まず、既存の CLI コマンドのグループを簡略化します。

インターフェイスで SmartPort マクロを適用すると、マクロ内の CLI コマンドがこのインターフェ
イス上で設定されます。マクロがインターフェイスに適用されても、既存のインターフェイスの設

定は失われません。新しいコマンドはインターフェイスに追加され、実行コンフィギュレーション

ファイルに保存されます。

スイッチ ソフトウェアに組み込まれたシスコのデフォルトの SmartPort マクロがあります（表 12-1
を参照）。show parser macroユーザ EXEC コマンドを使用してこれらのマクロとマクロに含まれて
いるコマンドを表示できます。

またシスコでは、Catalyst スイッチ用に、事前にテストされているシスコ推奨のベースライン コン
フィギュレーション テンプレートを提供しています。オンライン リファレンス ガイド テンプレー
トには、ポートの使用状況に基づいた SmartPort マクロを作成するのに使用できる CLI コマンドが
あります。コンフィギュレーション テンプレートを使用して SmartPort マクロを作成することで、
シスコ推奨ネットワーク設計およびコンフィギュレーションを構築し展開できます。シスコ推奨の

コンフィギュレーション テンプレートの詳細については、次の Smartport の Web サイトを参照して
ください。

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

表 12-1 シスコのデフォルト SmartPort マクロ

マクロ名1

1. シスコのデフォルト SmartPort マクロは、スイッチで稼働するソフトウェアのバージョンによって異なります。

説明

cisco-global Rapid PVST+、ループ ガード、リンク ステート障害用のダイナミック ポート エ
ラー回復をイネーブルにするには、このグローバル コンフィギュレーション マ
クロを使用します。

cisco-desktop PC などのデスクトップ デバイスをスイッチ ポートに接続する場合、ネットワー
ク セキュリティと信頼性を高めるために、このインターフェイス コンフィギュ
レーション マクロを使用します。

cisco-phone Cisco IP Phone を装備した PC などのデスクトップ デバイスをスイッチ ポートに
接続する場合、このインターフェイス コンフィギュレーション マクロを使用し
ます。このマクロは、cisco-desktopマクロの拡張機能で、同じセキュリティ機能
と復元力機能を提供します。ただし、遅延に影響されやすい音声トラフィックを

適切に処理するために、専用音声 VLAN（仮想 LAN）が追加されています。

cisco-switch アクセス スイッチとディストリビューション スイッチを接続する場合、または
Small From-Factor Pluggable（SFP）を使用して接続したアクセス スイッチの間で、
このインターフェイス コンフィギュレーション マクロを使用します。

cisco-router スイッチと WAN ルータを接続する場合、このインターフェイス コンフィギュ
レーション マクロを使用します。

cisco-wireless スイッチと無線アクセス ポイントを接続する場合、このインターフェイス コン
フィギュレーション マクロを使用します。

http://www.cisco.com/go/smartports
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SmartPort マクロの設定
新たに SmartPort マクロを作成したり、ご使用のアプリケーションに特有の新しいマクロを作成す
る場合に、既存のマクロをテンプレートとして使用できます。マクロを作成すると、スイッチ、ス

イッチ インターフェイス、またはインターフェイス範囲にグローバルに適用できます。

ここでは、次の設定について説明します。

• SmartPort マクロのデフォルト設定（p.12-3）

• SmartPort マクロ設定時の注意事項（p.12-3）

• SmartPort マクロの作成（p.12-4）

• SmartPort マクロの適用（p.12-5）

• シスコのデフォルト SmartPort マクロの適用（p.12-7）

SmartPort マクロのデフォルト設定
イネーブルな SmartPort マクロはありません。

SmartPort マクロ設定時の注意事項
スイッチでマクロを設定するには、次の注意事項に従ってください。

• マクロを作成するときは、exitまたは endコマンドを使用しないでください。または interface
interface-idを使用して、コマンド モードを変更しないでください。異なるコマンド モードで実
行する exit、end、または interface interface-idコマンドとなる可能性があるからです。

• マクロを作成するには、すべての CLI コマンドが同じコンフィギュレーション モード コマン
ドである必要があります。

• 固有な値の割り当てが必要なマクロを作成する場合、parameter valueキーワードを使用してイ
ンターフェイス固有の値を指定します。キーワードの一致には、大文字と小文字の区別があり

ます。キーワードが一致する場合はすべて対応する値に置き換えられます。キーワードが完全

一致すると、それが長い文字列の一部であっても一致しているとみなされて、対応する値に置

き換えられます。

• マクロ名では大文字と小文字が区別されます。たとえば、macro name Sample-Macroコマンド
および macro name sample-macroコマンドは、別々の 2 つのマクロになります。

• 一部のマクロには、パラメータ値を必要とするキーワードが含まれている場合があります。マ

クロで必要な値の一覧を表示するには、macro global apply macro-name ?グローバル コンフィ
ギュレーション コマンド、または macro apply macro-name ? インターフェイス コンフィギュ
レーション コマンドを使用できます。キーワード値を入力しないでマクロを適用すると、コマ
ンドは無効になり適用されません。

• マクロがグローバルにスイッチまたはスイッチ インターフェイスに適用されると、インター
フェイス上の既存の設定はすべて保持されます。これは、増分設定を適用する場合に役立ちま

す。

• コマンドを追加または削除してマクロ定義を変更する場合、この変更は元のマクロが適用され

ていたインターフェイスに反映されません。新しいコマンドまたは変更したコマンドを適用す

るには、インターフェイスに更新されたマクロを再適用する必要があります。

• マクロを適用およびデバッグして、構文エラーまたは設定エラーを検出するには、macro global
trace macro-nameグローバル コンフィギュレーション コマンド、またはmacro trace macro-name
インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用できます。構文エラーまたはコン
フィギュレーション エラーによりコマンドに障害が生じた場合でも、マクロは引き続き残りの
コマンドを適用します。

• CLI コマンドには、インターフェイス タイプ固有のものもあります。設定が採用されていない
インターフェイスにマクロが適用されると、マクロが構文または設定の確認に失敗するため、

スイッチからエラー メッセージが返されます。

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


第 12章      SmartPort マクロの設定
SmartPort マクロの設定

12-4
Catalyst 3750 スイッチ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

78-16180-06-J

• インターフェイス範囲にマクロを適用することは、単一のインターフェイスにマクロを適用す

るのと同じです。インターフェイス範囲を使用すると、マクロはその範囲内の各インターフェ

イスに順番に適用されます。1 つのインターフェイスでマクロ コマンドに障害が生じても、こ
のコマンドは残りのインターフェイスでは適用されます。

• スイッチまたはスイッチ インターフェイスにマクロを適用すると、マクロ名が自動的にスイッ
チまたはインターフェイスに追加されます。show running-configユーザ EXEC コマンドを使用
して、適用されたコマンドとマクロ名を表示できます。

スイッチ ソフトウェアに組み込まれたシスコのデフォルトの SmartPort マクロがあります（表 12-1
を参照）。show parser macroユーザ EXEC コマンドを使用してこれらのマクロとマクロに含まれて
いるコマンドを表示できます。

シスコのデフォルトの SmartPort マクロをインターフェイスに適用するには、次の手順を実行して
ください。

• show parser macro ユーザ EXEC コマンドを使用して、スイッチのすべてのマクロを表示しま
す。show parser macro macro-nameユーザ EXEC コマンドを使用して、特定のマクロの内容を
表示します。

• $で始まるキーワードは、固有のパラメータ値が必要であることを示しています。parameter 
valueキーワードを使用して、シスコのデフォルトのマクロを必要な値とともに追加します。

シスコのデフォルト マクロでは、必要なキーワードを特定するのに $文字を使用します。マク
ロを作成する場合、キーワードの定義に使用する $文字に制限はありません。

SmartPort マクロの作成
Smartport マクロを作成するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 macro name macro-name マクロ定義を作成して、マクロ名を入力します。マクロ定義には、

最大 3000 文字まで含めることができます。

1 行につき 1 つのコマンドで、マクロ コマンドを入力します。マク
ロを終了するには、@文字を使用します。マクロ内でコメント テキ
ストを入力するには、行の始めに #文字を使用します。

（任意）キーワードを指定するのにヘルプ ストリングを使用するこ
とで、マクロ内にキーワードを定義できます。マクロで使用可能な

キーワードを定義するには、# macro keywords word を入力します。
スペースで区切って、マクロにヘルプ ストリング キーワードを 3 つ
まで入力できます。

マクロ名では大文字と小文字が区別されます。たとえば、macro
name Sample-Macroコマンドおよび macro name sample-macroコマ
ンドは、別々の 2 つのマクロになります。

exitまたは endコマンドを使用しないこと、またはマクロで interface
interface-idを使用して、コマンド モードを変更しないことを推奨し
ます。これは、異なるコマンド モードで実行する exit、end、または
interface interface-id コマンドとなる可能性があります。最良の結果
を出すには、マクロ内のすべてのコマンドが同じコンフィギュレー

ション モードである必要があります。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show parser macro name macro-name マクロが作成されたことを確認します。
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macro nameグローバル コンフィギュレーション コマンドの no形式によって、マクロの定義のみ
が削除されます。マクロがすでに適用されているインターフェイスの設定には影響しません。

次に、スイッチポート アクセス VLAN およびセキュア MAC アドレス数を定義し、また # macro
keywordsを使用してヘルプ ストリング キーワードを 2 つ含むマクロを作成する例を示します。

Switch(config)# macro name test
switchport access vlan $VLANID
switchport port-security maximum $MAX
#macro keywords $VLANID $MAX
@

SmartPort マクロの適用
Smartport マクロを適用するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 macro global {apply | trace} macro-name 
[parameter {value}] [parameter {value}] 
[parameter {value}]

マクロで定義された各コマンドをスイッチに適用するには、

macro global apply macro-name を入力します。マクロを適用およ
びデバッグして、構文エラーまたは設定エラーを検出するには、

macro global trace macro-nameを指定します。

（任意）スイッチ固有の一意のパラメータ値を指定します。最大 3
つのキーワードと値のペアを入力できます。パラメータ キーワー
ドの一致には大文字と小文字の区別があります。キーワードが一

致する場合はすべて対応する値に置き換えられます。

一部のマクロには、パラメータ値を必要とするキーワードが含ま

れている場合があります。マクロで必要な値の一覧を表示するに

は、macro global apply macro-name ? コマンドを使用できます。
キーワード値を入力しないでマクロを適用すると、コマンドは無

効になり適用されません。

ステップ 3 macro global description text （任意）スイッチに適用されるマクロについての説明を入力しま

す。

ステップ 4 interface interface-id （任意）インターフェイス コンフィギュレーション モードで、マ
クロを適用するインターフェイスを指定します。

ステップ 5 default interface interface-id （任意）指定したインターフェイスからすべてのコンフィギュレー

ションをクリアします。

ステップ 6 macro {apply | trace} macro-name 
[parameter {value}] [parameter {value}] 
[parameter {value}]

マクロで定義された各コマンドをインターフェイスに適用するに

は、macro apply macro-name を入力します。マクロを適用および
デバッグして、構文エラーまたは設定エラーを検出するには、

macro trace macro-nameを指定します。

（任意）インターフェイス固有の一意のパラメータ値を指定しま

す。最大 3 つのキーワードと値のペアを入力できます。パラメー
タ キーワードの一致には大文字と小文字の区別があります。キー
ワードが一致する場合はすべて対応する値に置き換えられます。

一部のマクロには、パラメータ値を必要とするキーワードが含ま

れている場合があります。マクロで必要な値の一覧を表示するに

は、macro apply macro-name ?コマンドを使用できます。キーワー
ド値を入力しないでマクロを適用すると、コマンドは無効になり

適用されません。
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マクロ内にある各コマンドの noバージョンを入力するだけで、スイッチ上のグローバル マクロで
適用された設定を削除できます。default interface interface-id インターフェイス コンフィギュレー
ション コマンドを入力して、マクロで適用されたインターフェイス上の設定を削除できます。

次に、ユーザ作成マクロ（snmp）を適用し、ホスト名アドレスを test-serverに設定し、IP precedence
値を 7に設定する例を示します。

Switch(config)# macro global apply snmp ADDRESS test-server VALUE 7

次に、macro global traceグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、ユーザ作成マ
クロ（snmp）をデバッグし、スイッチに適用されたときのマクロ内の構文エラーまたは設定エラー
を検出する例を示します。

Switch(config)# macro global trace snmp VALUE 7
Applying command...‘snmp-server enable traps port-security’
Applying command...‘snmp-server enable traps linkup’
Applying command...‘snmp-server enable traps linkdown’
Applying command...‘snmp-server host’
%Error Unknown error.
Applying command...‘snmp-server ip precedence 7’

次に、ユーザ作成マクロ（desktop-config）を適用し、設定を確認する例を示します。

Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/2
Switch(config-if)# macro apply desktop-config
Switch(config-if)# end
Switch# show parser macro description 
Interface    Macro Description
--------------------------------------------------------------
Gi1/0/2  desktop-config
--------------------------------------------------------------

次に、ユーザ作成マクロ（desktop-config）を適用して、VLAN 1 が存在すればそれをすべて VLAN
25 に置き換える例を示します。

Switch(config-if)# macro apply desktop-config vlan 25

ステップ 7 macro description text （任意）インターフェイスに適用されるマクロについての説明を入

力します。

ステップ 8 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 9 show parser macro description 
[interface interface-id]

マクロがインターフェイスに適用されたことを確認します。

ステップ 10 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明
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シスコのデフォルト SmartPort マクロの適用
Smartport マクロを適用するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

マクロ内にある各コマンドの noバージョンを入力するだけで、スイッチ上のグローバル マクロで
適用された設定を削除できます。default interface interface-id インターフェイス コンフィギュレー
ション コマンドを入力して、マクロで適用されたインターフェイス上の設定を削除できます。

コマンド 説明

ステップ 1 show parser macro スイッチ ソフトウェアに組み込まれたシスコのデフォルトの 
SmartPort マクロを表示します。

ステップ 2 show parser macro macro-name 適用したい特定のマクロを表示します。

ステップ 3 configure terminal 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。

ステップ 4 macro global {apply | trace} macro-name 
[parameter {value}] [parameter {value}] 
[parameter {value}]

parameter valueキーワードを使用して、シスコのデフォルトのマ
クロを必要な値とともに追加し、マクロをスイッチに適用します。

$ で始まるキーワードは、固有のパラメータ値が必要であること
を示しています。

マクロで必要な値の一覧を表示するには、macro global apply
macro-name ? コマンドを使用できます。キーワード値を入力しな
いでマクロを適用すると、コマンドは無効になり適用されません。

ステップ 5 interface interface-id （任意）インターフェイス コンフィギュレーション モードで、マ
クロを適用するインターフェイスを指定します。

ステップ 6 default interface interface-id （任意）指定したインターフェイスからすべてのコンフィギュレー

ションをクリアします。

ステップ 7 macro {apply | trace} macro-name 
[parameter {value}] [parameter {value}] 
[parameter {value}]

parameter valueキーワードを使用して、シスコのデフォルトのマ
クロを必要な値とともに追加し、マクロをインターフェイスに適

用します。$ で始まるキーワードは、固有のパラメータ値が必要
であることを示しています。

マクロで必要な値の一覧を表示するには、

macro apply macro-name ?コマンドを使用できます。キーワード値
を入力しないでマクロを適用すると、コマンドは無効になり適用

されません。

ステップ 8 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 9 show running-config interface 
interface-id

マクロがインターフェイスに適用されたことを確認します。

ステップ 10 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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次に、cisco-desktopマクロを表示して、インターフェイスにこのマクロを適用してアクセス VLAN
ID を 25 に設定する例を示します。

Switch# show parser macro cisco-desktop
--------------------------------------------------------------
Macro name : cisco-desktop
Macro type : default

# Basic interface - Enable data VLAN only
# Recommended value for access vlan (AVID) should not be 1
switchport access vlan $AVID
switchport mode access

# Enable port security limiting port to a single
# MAC address -- that of desktop
switchport port-security
switchport port-security maximum 1

# Ensure port-security age is greater than one minute
# and use inactivity timer
switchport port-security violation restrict
switchport port-security aging time 2
switchport port-security aging type inactivity

# Configure port as an edge network port
spanning-tree portfast
spanning-tree bpduguard enable
--------------------------------------------------------------
Switch#
Switch# configure terminal
Switch(config)# gigabitethernet1/0/4
Switch(config-if)# macro apply cisco-desktop $AVID 25

SmartPort マクロの表示
SmartPort マクロを表示するには、表 12-2に示すイネーブル EXEC コマンドを 1 つまたは複数使用
します。

表 12-2 SmartPort マクロを表示するコマンド

コマンド 説明

show parser macro 設定されたすべてのマクロを表示します。

show parser macro name macro-name 特定のマクロを表示します。

show parser macro brief 設定されたマクロ名を表示します。

show parser macro description [interface interface-id] すべてのインターフェイスまたは特定のインターフェイスに

関するマクロの説明を表示します。
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13

VLAN の設定

この章では、Catalyst 3750スイッチに、標準範囲の VLAN（仮想 LAN）（VLAN ID が 1 ～ 1005）お
よび拡張範囲の VLAN（VLAN ID が 1006 ～ 4094）を設定する方法について説明します。VLAN メ
ンバーシップ モード、VLAN コンフィギュレーション モード、VLAN トランク、VLAN Membership
Policy Server（VMPS;VLAN メンバーシップ ポリシー サーバ）からのダイナミック VLAN 割り当て
についても説明します。特に明記しないかぎり、スイッチという用語はスタンドアロン スイッチお
よびスイッチ スタックを意味します。

（注） この章で使用されるコマンドの構文および使用方法の詳細については、このリリースのコマンド リ
ファレンスを参照してください。

この章で説明する内容は、次のとおりです。

• VLAN の概要（p.13-2）

• 標準範囲 VLAN の設定（p.13-6）

• 拡張範囲 VLAN の設定（p.13-15）

• VLAN の表示（p.13-19）

• VLAN トランクの設定（p.13-20）

• VMPS の設定（p.13-32）
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VLAN の概要
VLAN は、ユーザの物理的な位置に関係なく、機能、プロジェクト チーム、またはアプリケーショ
ンによって論理的に分割されたスイッチド ネットワークです。VLAN は物理 VLAN と同じ属性を
備えていますが、エンド ステーションが物理的に同一の LAN セグメントにない場合でもグループ
化できます。どのスイッチ ポートも VLAN に属することができます。ユニキャスト、ブロードキャ
スト、およびマルチキャスト パケットは、VLAN 内のエンド ステーションにだけフォワーディン
グおよびフラッディングが行われます。各 VLAN は 1 つの論理ネットワークとみなされ、VLAN に
属さないステーション宛のパケットは、ルータまたは代替ブリッジングをサポートするスイッチを

経由して伝送しなければなりません（図 13-1を参照）。VLAN は、スタック全体にまたがり、複数
のポートで構成することができます。VLAN はそれぞれが独立した論理ネットワークとみなされる
ので、VLAN ごとに独自のブリッジ Management Information Base（MIB; 管理情報ベース）情報があ
り、それぞれが独自にスパニングツリーの実装をサポートします。第 18 章「STP の設定」を参照
してください。

（注） VLAN を作成するには、まず VLAN Trunk Protocol（VTP;VLAN トランク プロトコル）を使用して
ネットワークのグローバル VLAN 設定をメンテナンスするかどうかを決定する必要があります。
VTP の詳細については、第 14 章「VTP の設定」を参照してください。

図 13-1に、論理的に定義されたネットワークに分割した VLAN の例を示します。

図 13-1 論理的に定義されたネットワークとしての VLAN
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VLAN は、多くの場合、IP サブネットワークと対応付けられます。たとえば、特定の IP サブネッ
トのすべてのエンド ステーションを同一の VLAN に属させることがあります。スイッチ上のイン
ターフェイス VLAN メンバーシップは、インターフェイスごとに手動で割り当てます。この方法で
VLAN にスイッチ インターフェイスを割り当てることを、インターフェイスベースまたはスタ
ティック VLAN メンバーシップといいます。

VLAN 間のトラフィックはルーティングするか代替ブリッジングする必要があります。スイッチ
は、Switch Virtual Interface（SVI）を使用して、VLAN 間でトラフィックをルーティングできます。
VLAN 間でトラフィックをルーティングするには、SVI を明示的に設定して IP アドレスを割り当て
る必要があります。詳細については、「SVI」（p.11-5）および「レイヤ 3 インターフェイスの設定」
（p.11-27）を参照してください。

（注） スイッチに多数の VLAN を設定し、ルーティングをイネーブル化しない予定の場合は、sdm prefer
vlanグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して Switch Database Management（SDM;
スイッチング データベース マネージャ）機能を VLAN テンプレートに設定できます。このテンプ
レートは、最大数のユニキャスト MAC（メディア アクセス制御）アドレスをサポートするように
システム リソースを設定します。SDM テンプレートの詳細については、第 8 章「SDM テンプレー
トの設定」、またはこのリリースのコマンド リファレンスの sdm preferコマンドを参照してくださ
い。

サポートされる VLAN
スイッチは、VTP クライアント、サーバ、およびトランスペアレント モードの VLAN をサポート
します。VLAN は、1 ～ 4094 の番号で識別されます。VLAN ID の 1002 ～ 1005 は、トークン リン
グおよび Fiber Distributed Data Interface（FDDI）VLAN 用です。VTP は、VLAN ID が 1 ～ 1005 の標
準範囲 VLAN だけを学習します。1005 を超える VLAN ID は拡張範囲 VLAN であり、VLAN デー
タベースには保管されません。1006 ～ 4094 の VLAN ID を作成するときには、スイッチは VTP ト
ランスペアレント モードである必要があります。

スイッチ スタックは合計 1005（標準範囲および拡張範囲）の VLAN をサポートしますが、ルーテッ
ド ポート、SVI、その他の設定済み機能の個数によって、スイッチのハードウェアの使用状況は左
右されます。

このスイッチは、Per-VLAN Spanning-Tree plus（PVST+）または Rapid PVST+ と最大 128 のスパニ
ングツリー インスタンスをサポートします。VLAN ごとに 1 つのスパニングツリー インスタンス
がサポートされます。スパニングツリー インスタンスの数と VLAN 番号の詳細については、「標準
範囲 VLAN の設定時の注意事項」（p.13-7）を参照してください。スイッチは、イーサネット ポー
ト経由の VLAN トラフィックの送信方式として、Inter-Switch Link（ISL; スイッチ間リンク）およ
び IEEE 802.1Q トランキングの両方をサポートしています。
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VLAN ポート メンバーシップ モード
VLAN に属するポートは、メンバーシップ モードを割り当てて設定します。メンバーシップ モー
ドにより、各ポートが搬送できるトラフィックの種類、および属することができる VLAN の数を指
定します。表 13-1に、各種メンバーシップ モード、メンバーシップ、および VTP 特性を示します。

表 13-1 ポートのメンバーシップ モードと特性

メンバーシップ 
モード VLAN メンバーシップの特性 VTP 特性

スタティック 
アクセス

スタティック アクセス ポートは、1 つの VLAN だけに属
し、手動でその VLAN に割り当てられます。

詳細については、「VLAN へのスタティック アクセス ポー
トの割り当て」（p.13-13）を参照してください。

VTP は必須ではありません。VTP にグロー
バルに情報を伝播させないようにする場合

は、VTP モードをトランスペアレントに設
定します。VTP に加入するには、あるス
イッチまたはスイッチ スタックのトラン
ク ポートに接続した別のスイッチ スタッ
ク上に 1 つまたは複数のトランク ポート
がなければなりません。

トランク

（ISL または
IEEE 802.1Q） 

トランク ポートは、拡張範囲 VLAN も含めて、デフォル
トで全 VLAN のメンバーですが、許可 VLAN リストを設
定することにより、メンバーシップを制限できます。プ

ルーニング適格リストを変更して、リストに含まれるトラ

ンク ポート上で VLAN に対するフラッディング トラ
フィックをブロックすることもできます。

トランク ポートの設定の詳細については、「トランク 
ポートとしてのイーサネット インターフェイスの設定」
（p.13-23）を参照してください。

VTP は、推奨はしますが、必須ではありま
せん。VTP は、ネットワーク全体にわたっ
て VLAN の追加、削除、名前変更を管理す
ることにより、VLAN 設定の整合性を維持
します。VTP はトランク リンクを通じて他
のスイッチと VLAN コンフィギュレー
ション メッセージを交換します。

ダイナミック 
アクセス

ダイナミック アクセス ポートは、1 つの VLAN（VLAN
ID が 1 ～ 4094）だけに属し、VMPS によって動的に割り
当てられます。たとえば、Catalyst 5000 または Catalyst 6500
シリーズ スイッチは VMPS として使用できますが、
Catalyst 3750 スイッチは VMPS として使用することはで
きません。Catalyst 3750スイッチは、VMPS クライアント
です。

同じスイッチ上にダイナミック アクセス ポートとトラン
ク ポートを設定できますが、ダイナミック アクセス ポー
トはエンド ステーションまたはハブに接続する必要があ
ります。別のスイッチに接続してはなりません。

設定の詳細については、「VMPS クライアントのダイナ
ミック アクセス ポートの設定」（p.13-35）を参照してく
ださい。

VTP は必須です。

VMPS とクライアントは、同じ VTP ドメイ
ン名で設定してください。

VTP に加入するには、あるスイッチまたは
スイッチ スタックのトランク ポートに接
続した別のスイッチ スタック上に 1 つま
たは複数のトランク ポートがなければな
りません。

音声 VLAN 音声 VLAN ポートは、Cisco IP Phone に接続されたアクセ
ス ポートです。Cisco IP Phone は、音声トラフィック用に
1 つの VLAN を使用し、電話に接続されたデバイスから
のデータ トラフィック用には別の VLAN を使用するよう
に設定されています。

音声 VLAN ポートの詳細については、第 15 章「音声 VLAN
の設定」を参照してください。

VTP は必須ではなく、音声 VLAN には影響
しません。
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アクセス モードとトランク モード、およびその機能の詳細については、表 13-4（p.13-21）を参照
してください。

VLAN にポートを割り当てると、スイッチは VLAN 単位で、ポートに対応するアドレスを学習して
管理します。詳細については、「MAC アドレス テーブルの管理」（p.7-21）を参照してください。

プライベート 
VLAN

プライベート VLAN ポートは、プライベート VLAN のプ
ライマリまたはセカンダリ VLAN に属する、ホストまた
は混合ポートです。

プライベート VLAN の詳細については、第 16 章「プライ
ベート VLAN の設定」を参照してください。

プライベート VLAN を設定する場合、ス
イッチは VTP トランスペアレント モード
である必要があります。プライベート

VLAN がスイッチで設定されている場合、
VTP モードをトランスペアレント モード
からクライアントまたはサーバ モードに
変更しないでください。

トンネル

（dot1q-tunnel）
トンネル ポートは、IEEE 802.1Q トンネリング用に使用さ
れ、サービスプロバイダー ネットワーク全体でカスタ
マー VLAN の整合性を維持します。トンネル ポートを
サービスプロバイダー ネットワークのエッジ スイッチ上
に設定し、カスタマー インターフェイスの IEEE 802.1Q ト
ランク ポートに接続して、非対称リンクを作成します。ト
ンネル ポートは、トンネリング専用の単一の VLAN に所
属します。

トンネル ポートの詳細については、第 17 章「IEEE 802.1Q
およびレイヤ 2 プロトコル トンネリングの設定」を参照
してください。

VTP は必須ではありません。switchport
access vlanインターフェイス コンフィギュ
レーション コマンドを使用して、手動で
VLAN にトンネル ポートを割り当てます。

メンバーシップ 
モード VLAN メンバーシップの特性 VTP 特性
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標準範囲 VLAN の設定
標準範囲 VLAN とは、VLAN ID が 1 ～ 1005 の VLAN のことです。スイッチが VTP サーバまたは
VTP トランスペアレント モードにある場合は、VLAN データベース内の VLAN 2 ～ 1001 について
設定を追加、変更、または削除できます（VLAN ID の 1 と 1002 ～ 1005 は、自動作成され、削除で
きません）。

（注） スイッチが VTP トランスペアレント モードにある場合は、拡張範囲 VLAN（ID が 1006 ～ 4094 の
VLAN）を作成することもできますが、この VLAN は VLAN データベースには保存されません。
「拡張範囲 VLAN の設定」（p.13-15）を参照してください。

VLAN ID が 1 ～ 1005 の設定はファイル vlan.dat（VLAN データベース）に保存され、show vlanイ
ネーブル EXEC コマンドを入力すると表示できます。vlan.datファイルは、スタック マスター上の
フラッシュ メモリに保存されます。スタック メンバーは、スタック マスターと一貫性のある
vlan.dat ファイルを持ちます。

注意 vlan.datファイルを手動で削除しようとすると、VLAN データベースに不整合が生じる可能性があ
ります。VLAN 設定を変更する場合は、ここに記載されているコマンド、およびこのリリースのコ
マンド リファレンスを使用してください。VTP 設定を変更する場合は、第 14 章「VTP の設定」を
参照してください。

さらに、インターフェイス コンフィギュレーション モードを使用して、ポートのメンバーシップ
モードの定義、VLAN に対するポートの追加および削除を行います。このモードのコマンド実行結
果は実行コンフィギュレーション ファイルに書き込まれ、show running-configイネーブル EXEC コ
マンドを入力することによって表示できます。

VLAN データベースに新しい標準範囲 VLAN を作成する場合、または VLAN データベース内の既
存の VLAN を変更する場合、次のパラメータを設定できます。

• VLAN ID

• VLAN 名

• VLAN タイプ（イーサネット、FDDI、FDDI Network Entity Title[NET]、TrBRF または TrCRF、
トークン リング、トークン リングネット）

• VLAN ステート（アクティブまたはサスペンド）

• VLAN の Maximum Transmission Unit（MTU; 最大伝送ユニット）

• Security Association Identifier（SAID）

• TrBRF VLAN のブリッジ識別番号

• FDDI および TrCRF VLAN のリング番号

• TrCRF VLAN の親 VLAN 番号

• TrCRF VLAN の Spanning-Tree Protocol（STP; スパニングツリープロトコル）タイプ

• ある VLAN タイプから別の VLAN タイプに変換するときに使用する VLAN 番号

（注） ここでは、これらのパラメータのほとんどについて設定の詳細は説明しません。VLAN 設定を制御
するコマンドおよびパラメータの詳細については、このリリースのコマンド リファレンスを参照
してください。
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ここでは、標準範囲 VLAN 設定について説明します。

• トークン リング VLAN（p.13-7）

• 標準範囲 VLAN の設定時の注意事項（p.13-7）

• VLAN 設定モードのオプション（p.13-8）

• VLAN 設定の保存（p.13-9）

• イーサネット VLAN のデフォルト設定（p.13-9）

• イーサネット VLAN の作成または変更（p.13-10）

• VLAN の削除（p.13-12）

• VLAN へのスタティック アクセス ポートの割り当て（p.13-13）

トークン リング VLAN
スイッチはトークンリング接続をサポートしていませんが、トークンリング接続を行っている

Catalyst 5000 シリーズ スイッチなどのリモート装置を、サポート対象スイッチのうちの 1 台から管
理できます。VTP バージョン 2 が稼働するスイッチは、次のトークン リング VLAN に関する情報
をアドバタイズします。

• トークン リング TrBRF VLAN

• トークン リング TrCRF VLAN

トークン リング VLAN の設定の詳細については、『Catalyst 5000 Series Software Configuration Guide』
を参照してください。

標準範囲 VLAN の設定時の注意事項
ネットワーク内で標準範囲 VLAN を作成または変更する場合には、次の注意事項に従ってくださ
い。

• スイッチは、VTP クライアント、サーバ、およびトランスペアレント モードの 1005個の VLAN
をサポートします。

• 標準範囲 VLAN は、1 ～ 1001 の番号で識別されます。VLAN 番号の 1002 ～ 1005 は、トーク
ン リングおよび FDDI VLAN 用です。

• 1 ～ 1005 の VLAN 設定は、常に VLAN データベースに保存されます。VTP モードがトランス
ペアレントの場合、VTP と VLAN の設定もスイッチの実行コンフィギュレーション ファイル
に保存されます。

• スイッチは、VTP トランスペアレント モード（VTP がディセーブル）の VLAN ID 1006 ～ 4094
もサポートします。これらは拡張範囲 VLAN で、設定オプションに制限があります。拡張範囲
VLAN は、VLAN データベースに追加されません。「拡張範囲 VLAN の設定」（p.13-15）を参照
してください。

• VLAN を作成する前に、スイッチを VTP サーバ モードまたは VTP トランスペアレント モード
にしておく必要があります。スイッチが VTP サーバの場合は、VTP ドメインを定義する必要
があります。そうしないと VTP が機能しません。

• スイッチは、トークンリングまたは FDDI メディアをサポートしません。このスイッチは FDDI、
FDDI-Net、TrCRF、または TrBRF トラフィックを伝送しませんが、VTP を介して VLAN 設定
を伝播させます。
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• 128 のスパニングツリー インスタンスが、このスイッチによってサポートされます。サポート
されるスパニングツリー インスタンスを超える数のアクティブ VLAN がスイッチに設定され
ている場合は、128 の VLAN でスパニングツリーをイネーブルに設定できますが、残りの VLAN
ではディセーブルに設定します。スイッチ上で使用できるすべてのスパニングツリー インスタ
ンスを使用している場合、VTP ドメインに VLAN をさらに 1 つ追加すると、そのスイッチにス
パニングツリーを実行しない VLAN が作成されます。（すべての VLAN を許可するための）ス
イッチのトランク ポートにデフォルトの許可リストが設定されていると、すべてのトランク
ポートに新しい VLAN が割り当てられます。ネットワークのトポロジーに応じて、新しい
VLAN 内に阻止されないループが作成されることがあります。特に、複数の隣接スイッチでス
パニングツリー インスタンスをすべて使用してしまっている場合は、注意してください。この
ような事態を防ぐには、スパニングツリー インスタンスの割り当てを使い切っているスイッチ
のトランク ポートに、許可リストを設定します。

スイッチ上の VLAN 数がサポートされるスパニングツリー インスタンス数を超える場合は、
IEEE 802.1s Multiple STP（MSTP）をスイッチに設定して、複数の VLAN を単一のスパニング
ツリー インスタンスにマッピングすることを推奨します。MSTP の詳細については、第 19 章
「MSTP の設定」を参照してください。

• スタック内のスイッチが新たな VLAN を学習したか、既存の VLAN を（ネットワーク ポート
上の VTP または CLI を通じて）削除または変更した場合は、VLAN 情報がすべてのスタック
メンバーに通知されます。

• スイッチがスタックに加入したか、複数のスタックがマージされた場合、新規スイッチの VTP
情報（vlan.dat ファイル）はスタック マスターの VTP 情報と一貫性を維持します。

VLAN 設定モードのオプション
標準範囲 VLAN（VLAN ID が 1 ～ 1005）は、次の 2 つの設定モードを使用して設定できます。

• config-vlan モードでの VLAN 設定（p.13-8）

config-vlan モードは、vlan vlan-id グローバル コンフィギュレーション コマンドを入力すると
アクセスできます。

• VLAN データベース コンフィギュレーション モードでの VLAN 設定（p.13-9）

VLAN データベース コンフィギュレーション モードは、vlan databaseイネーブル EXEC コマ
ンドを入力するとアクセスできます。

config-vlan モードでの VLAN 設定

config-vlan モードにアクセスするには、VLAN ID を指定して vlanグローバル コンフィギュレーショ
ン コマンドを入力します。VLAN を新規に作成するには、新しい VLAN ID を入力します。既存の
VLAN を変更するには、その VLAN ID を入力します。デフォルトの VLAN 設定（表 13-2を参照）
を使用するか、複数のコマンドを入力して VLAN を設定します。このモードで使用できるコマンド
の詳細については、このリリースのコマンド リファレンスに記載されている vlan グローバル コン
フィギュレーション コマンドを参照してください。設定が終了したら、設定を有効にするために
config-vlan モードを終了する必要があります。VLAN 設定を表示するには、show vlan イネーブル
EXEC コマンドを入力します。

拡張範囲 VLAN（1005 を超える VLAN ID）の作成時は、この config-vlan モードを使用する必要が
あります。「拡張範囲 VLAN の設定」（p.13-15）を参照してください。
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VLAN データベース コンフィギュレーション モードでの VLAN 設定

VLAN データベース コンフィギュレーション モードにアクセスするには、vlan databaseイネーブ
ル EXEC コマンドを入力します。VLAN を新規に作成するには、新しい VLAN ID を指定して vlan
コマンドを入力します。既存の VLAN を変更するには、その VLAN ID を入力します。デフォルト
の VLAN 設定（表 13-2 を参照）を使用するか、複数のコマンドを入力して VLAN を設定します。
このモードで使用できるキーワードの詳細については、このリリースのコマンド リファレンスに記
載されている vlan VLAN データベース コンフィギュレーション コマンドを参照してください。設
定が終了したら、設定を有効にするために applyまたは exitを入力する必要があります。exitコマ
ンドを入力すると、すべてのコマンドが適用され、VLAN データベースが更新されます。VTP ドメ
イン内の他のスイッチに VTP メッセージが送信され、イネーブル EXEC モード プロンプトが表示
されます。

VLAN 設定の保存
ID が 1 ～ 1005 の VLAN の設定は、常に VLAN データベース（vlan.dat ファイル）に保存されます。
VTP モードがトランスペアレントである場合は、スイッチの実行コンフィギュレーション ファイ
ルにも保存されます。copy running-config startup-configイネーブル EXEC コマンドを入力すると、
スタートアップ コンフィギュレーション ファイルに設定を保存できます。スイッチ スタックでは、
スタック全体で同一の vlan.dat ファイルと実行コンフィギュレーションを使用します。VLAN 設定
を表示するには、show vlanイネーブル EXEC コマンドを入力します。

スタートアップ コンフィギュレーション ファイルに VLAN および VTP 情報（拡張範囲 VLAN 設
定も含む）を保存してスイッチを再起動すると、スイッチの設定が次のように決定されます。

• スタートアップ コンフィギュレーションで、VTP モードがトランスペアレントであり、VLAN
データベースと VLAN データベースからの VTP ドメイン名がスタートアップ コンフィギュ
レーション ファイルのものと一致する場合は、VLAN データベースは無視（消去）され、ス
タートアップ コンフィギュレーション ファイルの VTP および VLAN 設定が使用されます。
VLAN データベースでは、VLAN データベースのリビジョン番号は元のままです。

• スタートアップ コンフィギュレーションの VTP モードまたはドメイン名が VLAN データベー
スと一致しない場合は、ドメイン名、VTP モード、最初の 1005 の VLAN の設定は、VLAN デー
タベースの情報を使用します。

• VTP モードがサーバである場合は、ドメイン名と最初の 1005 の VLAN の設定は、VLAN デー
タベースの情報を使用します。

注意 スタートアップ時に VLAN データベースの設定が使用され、スタートアップ コンフィギュレー
ション ファイルに拡張範囲 VLAN 設定が含まれている場合は、システムの起動時にこの情報は失
われます。

イーサネット VLAN のデフォルト設定
表 13-2に、イーサネット VLAN のデフォルト設定を示します。

（注） スイッチは、イーサネット インターフェイスのみをサポートします。FDDI およびトークン リング
VLAN は、ローカルではサポートされないので、FDDI およびトークン リングのメディア固有の特
性は、他のスイッチに対する VTP グローバル アドバタイズにのみ設定します。
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イーサネット VLAN の作成または変更
VLAN データベースの各イーサネット VLAN は一意の 4 桁（1 ～ 1001）の ID を持ちます。VLAN
ID の 1002 ～ 1005 はトークン リングおよび FDDI VLAN 用です。VLAN データベースに VLAN 標
準範囲 VLAN を追加するには、VLAN に番号と名前を割り当てます。

（注） スイッチが VTP トランスペアレント モードにある場合は、1006 を超える VLAN ID を割り当てる
ことができますが、VLAN データベースには追加されません。「拡張範囲 VLAN の設定」（p.13-15）
を参照してください。

VLAN の追加時に割り当てられるデフォルト パラメータの一覧は、「標準範囲 VLAN の設定」
（p.13-6）を参照してください。

config-vlan モードを使用してイーサネット VLAN を作成または変更するには、イネーブル EXEC
モードで次の手順を実行します。

表 13-2 イーサネット VLAN のデフォルト値および範囲

パラメータ デフォルト値 範囲

VLAN ID 1 1 ～ 4094

（注） 拡張範囲 VLAN（VLAN ID が
1006 ～ 4094）は VLAN データ
ベースに保存されません。

VLAN 名 VLANxxxx、ここで xxxxは VLAN
ID である 4 桁の数字（先頭の 0
を含む）

範囲なし

IEEE 802.10 SAID 100001（100000 + VLAN ID） 1 ～ 4294967294

MTU サイズ 1500 1500 ～ 18190

トランスレーショナル 
ブリッジ 1

0 0 ～ 1005

トランスレーショナル 
ブリッジ 2

0 0 ～ 1005

VLAN ステート active アクティブ、中断

リモート SPAN ディセーブル イネーブル、ディセーブル

プライベート VLAN 設定なし 2 ～ 1001、1006 ～ 4094
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VLAN 名をデフォルト設定に戻すには、no name、no mtu、または no remote-span config-vlan コマ
ンドを使用します。

次の例は、config-vlan モードを使用してイーサネット VLAN 20 を作成し、test20 と名前を付け、
VLAN データベースに追加する方法を示しています。

Switch# configure terminal
Switch(config)# vlan 20
Switch(config-vlan)# name test20
Switch(config-vlan)# end

VLAN データベース コンフィギュレーション モードを使用すると、イーサネット VLAN を作成ま
たは変更することもできます。

（注） VLAN データベース コンフィギュレーション モードは、RSPAN VLAN 設定または拡張範囲 VLAN
をサポートしていません。

VLAN データベース コンフィギュレーション モードを使用してイーサネット VLAN を作成または
変更するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 vlan vlan-id VLAN ID を入力し、config-vlan モードを開始します。VLAN を
新規に作成するには新しい VLAN ID を、既存の VLAN を変更す
るには、その VLAN ID を入力します。

（注） このコマンドに指定可能な VLAN ID 範囲は、1 ～ 4094
です。1005 を超える VLAN ID（拡張範囲 VLAN）の詳
細については、「拡張範囲 VLAN の設定」（p.13-15）を参
照してください。

ステップ 3 name vlan-name （任意）VLAN の名前を入力します。VLAN 名を指定しない場合
には、デフォルトとして、VLAN という文字列の後ろに先頭の 0
付きで vlan-idが付加されます。たとえば、VLAN 4 のデフォルト
の VLAN 名は VLAN0004 です。

ステップ 4 mtu mtu-size （任意）MTU サイズ（またはその他の VLAN 特性）を変更します。

ステップ 5 remote-span （任意）VLAN をリモート SPAN セッションの RSPAN VLAN と
して設定します。リモート SPAN の詳細については、第 28 章
「SPAN および RSPAN の設定」を参照してください。

ステップ 6 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 7 show vlan {name vlan-name | id vlan-id} 設定を確認します。

ステップ 8 copy running-config startup config （任意）スイッチが VTP トランスペアレント モードにある場合
は、VLAN 設定は、VLAN データベースだけでなく実行コンフィ
ギュレーション ファイルにも保存されます。これは、スイッチ
のスタートアップ コンフィギュレーション ファイルに設定を保
存します。
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VLAN 名をデフォルト設定に戻すには、no vlan vlan-id nameまたは no vlan vlan-id mtu VLAN デー
タベース コンフィギュレーション コマンドを使用します。

次の例は、VLAN 設定モードを使用してイーサネット VLAN 20 を作成し、test20 と名前を付け、
VLAN データベースに追加する方法を示しています。

Switch# vlan database
Switch(vlan)# vlan 20 name test20
Switch(vlan)# exit
APPLY completed.
Exiting....

VLAN の削除
VTP サーバ モードのスイッチから VLAN を削除すると、VTP ドメイン内にあるすべてのスイッチ
の VLAN データベースからその VLAN が削除されます。VTP トランスペアレント モードのスイッ
チから VLAN を削除した場合、そのスイッチ スタック上に限り VLAN が削除されます。

メディア タイプが異なるデフォルトの VLAN は削除できません。たとえば、イーサネット VLAN
1、および FDDI またはトークン リング VLAN の 1002 ～ 1005 は削除できません。

コマンド 説明

ステップ 1 vlan database VLAN データベース コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

ステップ 2 vlan vlan-id name vlan-name 番号を割り当てることによって、イーサネット VLAN を追加し
ます。指定可能な範囲は、1 ～ 1001 です。vlan first-vlan-id end
last-vlan-id を入力すると、連続する VLAN の範囲を作成または
変更できます。

（注） VLAN データベース コンフィギュレーション モードで
VLAN ID を入力する場合は、先行する 0 は入力しないで
ください。

VLAN 名を指定しない場合には、デフォルトとして、VLAN とい
う文字列の後ろに先頭の 0 付きで vlan-id が付加されます。たと
えば、VLAN 4 のデフォルトの VLAN 名は VLAN0004 です。

ステップ 3 vlan vlan-id mtu mtu-size （任意）VLAN を変更するには、VLAN を特定して MTU サイズ
などの特性を変更します。

ステップ 4 exit VLAN データベースをアップデートし、アップデート情報を管理
ドメイン全体に伝播させて、イネーブル EXEC モードに戻りま
す。

ステップ 5 show vlan {name vlan-name | id vlan-id} 設定を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup config （任意）スイッチが VTP トランスペアレント モードにある場合
は、VLAN 設定は、VLAN データベースだけでなく実行コンフィ
ギュレーション ファイルにも保存されます。これは、スイッチ
のスタートアップ コンフィギュレーション ファイルに設定を保
存します。
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注意 VLAN を削除すると、その VLAN に割り当てられていたすべてのポートが非アクティブになりま
す。これらのポートは、新しい VLAN に割り当てられるまで、元の VLAN に（非アクティブな状
態で）対応付けられたままとなります。

スイッチ上で VLAN を削除するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

VLAN データベース コンフィギュレーション モードを使用して VLAN を削除するには、VLAN
データベース コンフィギュレーション モードを開始する vlan databaseイネーブル EXEC コマンド
と、no vlan vlan-id VLAN データベース コンフィギュレーション コマンドを使用します。

VLAN へのスタティック アクセス ポートの割り当て
VTP をディセーブルにして（VTP トランスペアレント モード）、VTP によって VLAN 設定情報を
グローバルに伝播させずに、スタティック アクセス ポートを VLAN に割り当てることができます。

VLAN にクラスタ メンバー スイッチのポートを割り当てる場合は、最初に rcommandイネーブル
EXEC コマンドを使用して、クラスタ メンバー スイッチにログインします。

（注） 存在しない VLAN にインターフェイスを割り当てると、新しく VLAN が作成されます（「イーサ
ネット VLAN の作成または変更」[p.13-10] を参照）。

VLAN データベース内の VLAN にポートを割り当てるには、イネーブル EXEC モードを開始して、
次の手順を実行します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 no vlan vlan-id VLAN ID を入力して VLAN を削除します。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show vlan brief VLAN が削除されたことを確認します。

ステップ 5 copy running-config startup config （任意）スイッチが VTP トランスペアレント モードにある場合は、
VLAN 設定は、VLAN データベースだけでなく実行コンフィギュ
レーション ファイルにも保存されます。これは、スイッチのスター
トアップ コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id VLAN に追加されるインターフェイスを入力します。

ステップ 3 switchport mode access ポート（レイヤ 2 アクセス ポート）の VLAN メンバーシップ
モードを定義します。

ステップ 4 switchport access vlan vlan-id VLAN にポートを割り当てます。有効な VLAN ID は、1 ～ 4094
です。

ステップ 5 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 show running-config interface interface-id インターフェイスの VLAN メンバーシップ モードを確認しま
す。
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インターフェイスの設定をデフォルトに戻すには、default interface interface-idインターフェイス コ
ンフィギュレーション コマンドを使用します。

次の例は、ポートを VLAN 2 内のアクセス ポートとして設定する方法を示します。

Switch# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)# interface gigabitethernet2/0/1 
Switch(config-if)# switchport mode access 
Switch(config-if)# switchport access vlan 2
Switch(config-if)# end 

ステップ 7 show interfaces interface-id switchport 表示された Administrative Modeおよび Access Mode VLANフィー
ルドの設定を確認します。

ステップ 8 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明
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拡張範囲 VLAN の設定
スイッチが VTP トランスペアレント モード（VTP がディセーブル）にある場合は、拡張範囲 VLAN
（1006 ～ 4094 の範囲）を作成できます。拡張範囲 VLAN により、サービス プロバイダーはインフ
ラストラクチャをさらに多数のカスタマーに拡張できます。拡張範囲 VLAN ID は、VLAN ID を認
めるどのスイッチポート コマンドでも認められます。拡張範囲 VLAN は、常に config-vlan モード
（vlan vlan-idグローバル コンフィギュレーション コマンドを入力してアクセス）を使用して設定し
ます。拡張範囲は、VLAN データベース コンフィギュレーション モード（vlan databaseイネーブ
ル EXEC コマンドを入力してアクセス）ではサポートされていません。

拡張範囲 VLAN の設定は、VLAN データベースには保存されませんが、VTP モードがトランスペ
アレントなので、スイッチの実行コンフィギュレーション ファイルに保存されます。また、
copy running-config startup-config イネーブル EXEC コマンドを使用するとスタートアップ コン
フィギュレーション ファイルに設定を保存できます。

（注） スイッチは 4094 の VLAN ID をサポートしますが、サポートされる VLAN の実数については「サ
ポートされる VLAN」（p.13-3）を参照してください。

ここでは、拡張範囲 VLAN の設定について説明します。

• VLAN のデフォルト設定（p.13-15）

• 拡張範囲 VLAN の設定時の注意事項（p.13-15）

• 拡張範囲 VLAN の作成（p.13-16）

• 内部 VLAN ID を指定した拡張範囲 VLAN の作成（p.13-18）

VLAN のデフォルト設定
イーサネット VLAN のデフォルト設定については、表 13-2（p.13-10）を参照してください。拡張
範囲 VLAN については MTU サイズ、プライベート VLAN、リモート SPAN 設定ステートしか変更
できません。残りのすべての特性はデフォルト状態のままでなければなりません。

拡張範囲 VLAN の設定時の注意事項
拡張範囲 VLAN 作成時は、次の注意事項に従ってください。

• 拡張範囲 VLAN を追加するには、vlan vlan-idグローバル コンフィギュレーション コマンドを
使用して config-vlan モードにアクセスする必要があります。拡張範囲 VLAN は、VLAN データ
ベース コンフィギュレーション モード（vlan databaseイネーブル EXEC コマンドを入力して
アクセス）では追加できません。

• 拡張範囲の VLAN ID は VLAN データベースに保存されず、VTP によって認識されません。

• プルーニング適格範囲に拡張範囲 VLAN を入れることはできません。

• 拡張範囲 VLAN の作成時は、スイッチは VTP トランスペアレント モードでなければなりませ
ん。VTP モードがサーバまたはクライアントの場合は、エラー メッセージが生成され、拡張範
囲 VLAN は拒否されます。

• グローバル コンフィギュレーション モードまたは VLAN データベース コンフィギュレーショ
ン モードで、VTP モードをトランスペアレントに設定できます。「VTP のディセーブル化（VTP
トランスペアレント モード）」（p.14-13）を参照してください。この設定をスタートアップ コ
ンフィギュレーションに保存して、スイッチが VTP トランスペアレント モードで起動するよ
うにする必要があります。そうしないとスイッチをリセットした場合に、拡張範囲 VLAN の設
定が失われます。
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• 拡張範囲 VLAN では、STP はデフォルトでイネーブルに設定されていますが、no spanning-tree
vlan vlan-id グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用するとディセーブルにできま
す。スイッチ上にスパニングツリー インスタンスの最大数がある場合、新たに作成されたどの
VLAN でもスパニングツリーはディセーブルになっています。スイッチ上の VLAN 数がサポー
トされるスパニングツリー インスタンスの最大数を超える場合は、IEEE 802.1s MSTP をスイッ
チに設定して、複数の VLAN を単一のスパニングツリー インスタンスにマッピングすること
を推奨します。MSTP の詳細については、第 19 章「MSTP の設定」を参照してください。

• スイッチ上の各ルーテッド ポートは、内部 VLAN を使用するために作成します。この内部
VLAN は拡張範囲 VLAN 番号を使用し、その内部 VLAN ID は拡張範囲 VLAN には使用できま
せん。内部 VLAN として割り当て済みの VLAN ID を指定して拡張範囲 VLAN を作成すると、
エラー メッセージが生成され、コマンドは拒否されます。

－ 内部 VLAN ID は拡張範囲の下部の方なので、拡張範囲 VLAN を作成するには最大の番号
（4094）から始めて最小値（1006）へと動いて、内部 VLAN ID を使用する可能性を減らす
ことを推奨します。

－ 拡張範囲 VLAN を設定する前に、show vlan internal usageイネーブル EXEC コマンドを入
力して、どの VLAN が内部 VLAN として割り当てられているかを確認します。

－ 必要に応じて内部 VLAN に割り当てられたルーテッド ポートをシャットダウンできます。
これにより、内部 VLAN が解放され、拡張範囲 VLAN を作成してポートを再度イネーブル
にし、別の VLAN を内部 VLAN として使用します。「内部 VLAN ID を指定した拡張範囲
VLAN の作成」（p.13-18）を参照してください。

• スイッチ スタックは合計 1005（標準範囲および拡張範囲）の VLAN をサポートしますが、ルー
テッド ポート、SVI、その他の設定済み機能の個数によって、スイッチのハードウェアの使用
状況は左右されます。拡張範囲の VLAN を作成しようとしたときに、使用可能なハードウェア
リソースが不十分な場合は、エラー メッセージが生成され、拡張範囲の VLAN は拒否されます。

• スイッチ スタックでは、スタック全体が同一の実行コンフィギュレーションと保存済みコン
フィギュレーションを使用し、拡張範囲 VLAN 情報はスタック全体で共有されます。

拡張範囲 VLAN の作成
拡張範囲 VLAN は、グローバル コンフィギュレーション モードで、1006 ～ 4094 の VLAN ID を指
定して vlanグローバル コンフィギュレーション コマンドを入力して作成します。このコマンドで
config-vlan モードにアクセスします。拡張範囲 VLAN はイーサネット VLAN のデフォルトの特性
を備えており（表 13-2を参照）、MTU サイズ、プライベート VLAN、RSPAN 設定だけが変更でき
るパラメータです。全パラメータのデフォルト設定については、コマンド リファレンスに記載され
ている vlan グローバル コンフィギュレーション コマンドを参照してください。スイッチが VTP ト
ランスペアレント モードにない場合に拡張範囲 VLAN ID を入力すると、config-vlan モードの終了
時にエラー メッセージが生成され、拡張範囲 VLAN は作成されません。

拡張範囲 VLAN は VLAN データベースには保存されず、スイッチの実行コンフィギュレーション
ファイルに保存されます。copy running-config startup-configイネーブル EXEC コマンドを使用する
と、スイッチのスタートアップ コンフィギュレーション ファイルに拡張範囲 VLAN の設定を保存
できます。

（注） 拡張範囲 VLAN を作成する前に、show vlan internal usageイネーブル EXEC コマンドを入力して、
VLAN ID が内部的に使用されていないことを確認します。VLAN ID が内部的に使用されている場
合に、それを解放するには、「内部 VLAN ID を指定した拡張範囲 VLAN の作成」（p.13-18）を参照
してから拡張範囲 VLAN を作成してください。

拡張範囲 VLAN を作成するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。
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拡張範囲 VLAN を削除するには、no vlan vlan-idグローバル コンフィギュレーション コマンドを使
用します。

拡張範囲 VLAN にスタティック アクセス ポートを割り当てる手順は、標準範囲 VLAN に対するも
のと同じです。「VLAN へのスタティック アクセス ポートの割り当て」（p.13-13）を参照してくだ
さい。

次の例は、すべてのデフォルト特性を備えた新しい拡張範囲 VLAN を作成し、config-vlan モードを
開始し、スイッチのスタートアップ コンフィギュレーション ファイルに新しい VLAN を保存する
方法を示しています。

Switch(config)# vtp mode transparent
Switch(config)# vlan 2000
Switch(config-vlan)# end
Switch# copy running-config startup config

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 vtp mode transparent スイッチを VTP トランスペアレント モードに設定し、VTP をディ
セーブルにします。

ステップ 3 vlan vlan-id 拡張範囲 VLAN ID を入力し、config-vlan モードを開始します。指定
できる範囲は 1006 ～ 4094 です。

ステップ 4 mtu mtu-size （任意）MTU サイズを変更して VLAN を変更します。

（注） config-vlan モードでは CLI ヘルプにすべての VLAN コマン
ドが表示されますが、拡張範囲 VLAN でサポートされてい
るのは、mtu mtu-size コマンド、private-vlan コマンド、
remote-spanコマンドだけです。

ステップ 5 remote-span （任意）VLAN を RSPAN VLAN として設定します。「RSPAN VLAN
としての VLAN の設定」（p.28-19）を参照してください。

ステップ 6 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 7 show vlan id vlan-id VLAN が作成されていることを確認します。

ステップ 8 copy running-config startup config スイッチのスタートアップ コンフィギュレーション ファイルに設
定を保存します。拡張範囲 VLAN 設定を保存するには、スイッチの
スタートアップ コンフィギュレーション ファイルに VTP トランス
ペアレント モード設定と拡張範囲 VLAN 設定を保存する必要があ
ります。そうしないとスイッチをリセットした場合に、デフォルト

で VTP サーバ モードになり、拡張範囲 VLAN ID は保存されません。
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内部 VLAN ID を指定した拡張範囲 VLAN の作成
内部 VLAN に割り当て済みの拡張範囲 VLAN ID を入力すると、エラー メッセージが生成され、拡
張範囲 VLAN は拒否されます。内部 VLAN ID を手動で解放するには、内部 VLAN ID を使用して
いるルーテッド ポートを一時的にシャットダウンする必要があります。

内部 VLAN に割り当てられた VLAN ID を解放してその ID で拡張範囲 VLAN を作成するには、イ
ネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

コマンド 説明

ステップ 1 show vlan internal usage スイッチが内部的に使用している VLAN ID を表示します。使用した
い VLAN ID が内部 VLAN である場合は、その VLAN ID を使用して
いるルーテッド ポートが表示されます。そのポート番号をステップ
3 で入力してください。

ステップ 2 configure terminal 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。

ステップ 3 interface interface-id その VLAN ID を使用しているルーテッド ポートのインターフェイ
ス ID を指定し、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。

ステップ 4 shutdown ポートをシャットダウンして内部 VLAN ID を解放します。

ステップ 5 exit グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 6 vtp mode transparent VTP モードをトランスペアレントに設定して拡張範囲 VLAN を作
成します。

ステップ 7 vlan vlan-id 新しい拡張範囲 VLAN ID を入力し、config-vlan モードを開始しま
す。

ステップ 8 exit config-vlan モードを終了してグローバル コンフィギュレーション
モードに戻ります。

ステップ 9 interface interface-id 手順 4 でシャットダウンしたルーテッド ポートのインターフェイス
ID を指定し、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。

ステップ 10 no shutdown ルーテッド ポートを再度イネーブルにします。新しい内部 VLAN ID
が割り当てられます。

ステップ 11 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 12 copy running-config startup config スイッチのスタートアップ コンフィギュレーション ファイルに設
定を保存します。拡張範囲 VLAN 設定を保存するには、スイッチの
スタートアップ コンフィギュレーション ファイルに VTP トランス
ペアレント モード設定と拡張範囲 VLAN 設定を保存する必要があ
ります。そうしないとスイッチをリセットした場合に、デフォルト

で VTP サーバ モードになり、拡張範囲 VLAN ID は保存されません。
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VLAN の表示
拡張範囲 VLAN を含めてスイッチ上のすべての VLAN のリストを表示するには、show vlanイネー
ブル EXEC コマンドを使用します。表示には、VLAN のステータス、ポート、およびコンフィギュ
レーション情報が含まれます。VLAN データベースの標準範囲 VLAN（1 ～ 1005）を表示するには、
showVLAN データベース コンフィギュレーション コマンド（vlan databaseイネーブル EXEC コマ
ンドを入力してアクセス）を使用します。

表 13-3に、VLAN モニタ用のコマンドを示します。

show コマンドのオプションと出力フィールドの詳細については、このリリースのコマンド リファ
レンスを参照してください。

表 13-3 VLAN モニタ コマンド

コマンド コマンド モード 説明

show VLAN データベース コ
ンフィギュレーション 

VLAN データベース内の VLAN のステー
タスを表示します。

show current [vlan-id] VLAN データベース コ
ンフィギュレーション 

VLAN データベース内のすべての、または
指定された VLAN のステータスを表示し
ます。

show interfaces [vlan vlan-id] イネーブル EXEC スイッチに設定されたすべてのインター

フェイス、または指定されたインターフェ

イスの特性を表示します。

show vlan [id vlan-id] イネーブル EXEC スイッチのすべての、または指定された

VLAN のパラメータを表示します。
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VLAN トランクの設定
ここでは、次の概要について説明します。

• トランキングの概要（p.13-20）

• カプセル化タイプ（p.13-22）

• レイヤ 2 イーサネット インターフェイス VLAN のデフォルト設定（p.13-23）

• トランク ポートとしてのイーサネット インターフェイスの設定（p.13-23）

• トランク ポートの負荷分散の設定（p.13-28）

トランキングの概要

トランクは、1 つまたは複数のイーサネット スイッチ インターフェイスと、ルータやスイッチと
いった他のネットワーキング デバイス間のポイントツーポイント リンクです。イーサネット トラ
ンクは 1 つのリンクを介して複数の VLAN トラフィックを搬送するので、VLAN をネットワーク全
体に拡張できます。

次の 2 種類のトランキング カプセル化方式が、すべてのイーサネット インターフェイスで使用で
きます。

• ISL ― シスコ独自のトランキング カプセル化方式です。

• IEEE 802.1Q ― 業界標準のトランキング カプセル化方式です。

図 13-2に、ISL トランクで接続されているスイッチ ネットワークを示します。

図 13-2 ISL トランキング環境のスイッチ

トランクを設定できるのは、1 つのイーサネット インターフェイスまたは 1 つの EtherChannel バン
ドルに対してです。EtherChannel の詳細については、第 34 章「EtherChannel の設定」を参照してく
ださい。
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イーサネット トランク インターフェイスは、数種類のトランキング モードをサポートしています
（表 13-4を参照）。インターフェイスをトランキングまたは非トランキングとして設定することも、
あるいは近接インターフェイスとトランキングをネゴシエーションするように設定することもで

きます。トランキングの自動ネゴシエーションを設定するには、インターフェイスが同じ VTP ド
メイン内にある必要があります。

トランク ネゴシエーションは、PPP（ポイントツーポイント プロトコル）である Dynamic Trunking
Protocol（DTP）によって管理されます。ただし、一部のインターネットワーキング デバイスは、不
正に DTP フレームを伝送することがあり、これによって誤った設定になることがあります。

これを避けるには、DTP をサポートしないデバイスに接続しているインターフェイスが DTP フレー
ムを転送しないように設定する（DTP をオフにする）必要があります。

• これらのリンクをトランキングしない場合は、switchport mode access インターフェイス コン
フィギュレーション コマンドを使用してトランキングをディセーブルにします。

• DTP をサポートしないデバイスに対するトランキングをイネーブルにするには、switchport
mode trunkおよび switchport nonegotiateインターフェイス コンフィギュレーション コマンド
を使用します。これにより、インターフェイスがトランクになりますが DTP フレームは生成さ
れません。switchport trunk encapsulation isl または switchport trunk encapsulation dot1q イン
ターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用して、トランク ポートのカプセル化タ
イプを選択できます。

また、DTP インターフェイスでは、トランクでの ISL または IEEE 802.1Q カプセル化の使用、ある
いはカプセル化タイプの自動ネゴシエーションを指定することもできます。DTP は、ISL と IEEE
802.1Q トランクの両方の自動ネゴシエーションをサポートします。

（注） DTP はプライベート VLAN ポートまたはトンネル ポートではサポートされていません。

表 13-4 レイヤ 2 インターフェイス モード

モード 説明

switchport mode access インターフェイス（アクセス ポート）は永続的な非トランキング モードになり、リ
ンクを非トランク リンクに変換するようにネゴシエーションします。インターフェ
イスは、近接インターフェイスがトランク インターフェイスであるかどうかに関係
なく、非トランク インターフェイスになります。

switchport mode dynamic auto インターフェイスがリンクをトランク リンクに変換できるようにします。近接イン
ターフェイスが trunk または desirable モードに設定されていれば、インターフェイ
スはトランク インターフェイスになります。すべてのイーサネット インターフェイ
スのデフォルトのスイッチポート モードは、dynamic autoです。

switchport mode dynamic desirable インターフェイスがリンクのトランク リンクへの変換をアクティブに試行するよ
うにします。近接インターフェイスが trunk、desirable、または autoモードに設定さ
れていれば、インターフェイスはトランク インターフェイスになります。

switchport mode trunk インターフェイスは永続的なトランキング モードになり、近接リンクをトランク リ
ンクに変換するようにネゴシエーションします。近接インターフェイスがトランク

インターフェイスでなくても、インターフェイスはトランク インターフェイスにな
ります。
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カプセル化タイプ

表 13-5に、イーサネット トランクのカプセル化タイプおよびキーワードを示します。

（注） スイッチはレイヤ 3 トランクをサポートしません。したがって、サブインターフェイスを設定した
り、レイヤ 3 インターフェイスで encapsulationキーワードを使用したりすることはできません。た
だし、スイッチは、同等の機能を備えたレイヤ 2 トランクおよびレイヤ 3 VLAN インターフェイス
をサポートします。

リンクが ISL トランクまたは IEEE 802.1Q トランクのどちらになるかは、接続された 2 つのイン
ターフェイスのトランキング モード、トランク カプセル化タイプ、およびハードウェア機能によっ
て決まります。

IEEE 802.1Q の設定に関する注意事項

IEEE 802.1Q トランクでは、ネットワークのトランキング方式に次の制約があります。

• IEEE 802.1Q トランクを使用して接続したシスコ製スイッチのネットワークでは、スイッチは
トランク上で許可された VLAN ごとに 1 つのスパニングツリー インスタンスを維持します。他
社製のデバイスは、すべての VLAN に対して 1 つのスパニングツリー インスタンスをサポー
トする場合があります。

IEEE 802.1Q トランクを使用して他社製のデバイスにシスコ製スイッチを接続する場合、シス
コ製スイッチは、トランクの VLAN のスパニングツリー インスタンスを他社製 IEEE 802.1Q ス
イッチのスパニングツリー インスタンスと結合します。ただし、各 VLAN のスパニングツリー
情報は、他社製の IEEE 802.1Q スイッチからなるクラウドにより分離されたシスコ製スイッチ
によって維持されます。シスコ製スイッチを分離する他社製の IEEE 802.1Q スイッチ クラウド
は、スイッチ間の 1 つのトランク リンクとして取り扱われます。

switchport nonegotiate インターフェイスが DTP フレームを生成しないようにします。このコマンドを使用
できるのは、インターフェイスのスイッチポート モードが accessまたは trunkの場
合だけです。近接インターフェイスを手動でトランク インターフェイスとして設定
して、トランク リンクを確立する必要があります。

switchport mode dot1q-tunnel インターフェイスをトンネル（非トランキング）ポートとして設定し、IEEE 802.1Q
トランク ポートと非対称リンクで接続されるようにします。IEEE 802.1Q トンネリ
ングは、サービスプロバイダー ネットワーク全体でカスタマー VLAN の整合性を維
持するのに使用されます。トンネル ポートについての詳細は、第 17 章「IEEE 802.1Q
およびレイヤ 2 プロトコル トンネリングの設定」を参照してください。

表 13-4 レイヤ 2 インターフェイス モード（続き）

モード 説明

表 13-5 イーサネット トランクのカプセル化タイプ

カプセル化 説明

switchport trunk encapsulation isl トランク リンクに ISL カプセル化を指定します。

switchport trunk encapsulation dot1q トランク リンクに IEEE 802.1Q カプセル化を指定します。

switchport trunk encapsulation negotiate インターフェイスが近接インターフェイスとネゴシエーションを行い、近

接インターフェイスの設定および機能に応じて、ISL トランク（優先）ま
たは IEEE 802.1Q トランクになるように指定します。これは、スイッチの
デフォルトです。
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• IEEE 802.1Q トランクに対応するネイティブ VLAN が、トランク リンクの両端で一致していな
ければなりません。トランクの一方のネイティブ VLAN ともう一方のネイティブ VLAN が異
なっていると、スパニングツリー ループが発生する可能性があります。

• ネットワーク内のすべての VLAN でスパニングツリーをディセーブルにしないまま、IEEE 
802.1Q トランクのネイティブ VLAN でスパニングツリーをディセーブルにすると、スパニン
グツリー ループが発生する可能性があります。IEEE 802.1Q トランクのネイティブ VLAN でス
パニングツリーをイネーブルのままにしておくか、または、ネットワーク内のすべての VLAN
でスパニングツリーをディセーブルにしてください。また、ネットワークにループがないこと

を確認してから、スパニングツリーをディセーブルにしてください。

レイヤ 2 イーサネット インターフェイス VLAN のデフォルト設定
表 13-6に、レイヤ 2 イーサネット インターフェイス VLAN のデフォルト設定を示します。

トランク ポートとしてのイーサネット インターフェイスの設定
トランク ポートは VTP アドバタイズを送受信するので、VTP を使用するためには、スイッチに少
なくとも 1 つのトランク ポートが設定されており、そのトランク ポートが別のスイッチのトラン
ク ポートに接続されていることを確認する必要があります。そうでない場合、スイッチは VTP ア
ドバタイズを受信できません。

ここでは、次の設定について説明します。

• 他の機能との相互作用（p.13-24）

• トランク上での許可 VLAN の定義（p.13-25）

• プルーニング適格リストの変更（p.13-26）

• タグなしトラフィック用ネイティブ VLAN の設定（p.13-27）

（注） デフォルトでは、インターフェイスはレイヤ 2 モードです。レイヤ 2 インターフェイスのデフォル
ト モードは、switchport mode dynamic autoです。近接インターフェイスがトランキングをサポー
トし、トランキングを許可するように設定されている場合、リンクはレイヤ 2 トランクです。ま
た、インターフェイスがレイヤ 3 モードの場合は、switchportインターフェイス コンフィギュレー
ション コマンドを入力するとレイヤ 2 トランクになります。デフォルトでは、トランクはカプセ
ル化をネゴシエーションします。近接インターフェイスが ISL および IEEE 802.1Q カプセル化の両
方をサポートし、両方のインターフェイスがカプセル化タイプをネゴシエーションするように設定

されている場合は、トランクは ISL カプセル化を使用します。

表 13-6 レイヤ 2 イーサネット インターフェイス VLAN のデフォルト設定

機能 デフォルト設定

インターフェイス モード switchport mode dynamic auto 

トランク カプセル化 switchport trunk encapsulation negotiate 

許可 VLAN 範囲 VLAN 1 ～ 4094

プルーニング適格の VLAN 範囲 VLAN 2 ～ 1001

デフォルト VLAN（アクセス ポート用） VLAN 1

ネイティブ VLAN（IEEE 802.1Q トランク用） VLAN 1
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他の機能との相互作用

トランキングは、次のように他の機能と相互作用します。

• トランク ポートはセキュア ポートにできません。

• トランク ポートはトンネル ポートにできません。

• トランク ポートは EtherChannel ポート グループにまとめることができますが、グループ内の
すべてのトランクは同じ設定にしておく必要があります。グループを初めて作成したときは、

そのグループに最初に追加されたポートのパラメータ設定値をすべてのポートが引き継ぎま

す。次に示すパラメータのいずれかの設定を変更すると、スイッチは、入力された設定をグ

ループ内のすべてのポートに伝播します。

－ 許可 VLAN リスト

－ 各 VLAN の STP ポート プライオリティ

－ STP PortFast の設定値

－ トランク ステータス：ポート グループ内の 1 つのポートがトランクでなくなった場合、す
べてのポートがトランクでなくなります。

• 設定するトランク ポート数は、PVST モードでは 24、MST モードでは 40 だけにしてください。

• トランク ポートで IEEE 802.1x をイネーブルにしようとすると、エラー メッセージが表示され、
IEEE 802.1x はイネーブルになりません。IEEE 802.1x 対応ポートのモードをトランクに変更し
ようとしても、ポート モードは変更されません。

• ダイナミック モードのポートは、近接ポートとネゴシエーションしてトランク ポートになる
ことができます。ダイナミック ポートで IEEE 802.1x をイネーブルにしようとすると、エラー
メッセージが表示され、IEEE 802.1x はイネーブルになりません。IEEE 802.1x 対応ポートのモー
ドをダイナミックに変更しようとしても、ポート モードは変更されません。

トランク ポートの設定

ポートをトランク ポートとして設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id トランキング用に設定するポートを指定し、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。

ステップ 3 switchport trunk encapsulation {isl | 
dot1q | negotiate}

ISL または IEEE 802.1Q カプセル化をサポートするように、またはカ
プセル化タイプについて近接インターフェイスとネゴシエーション

する（デフォルト）ようにポートを設定します。

リンクの各終端に同じカプセル化タイプを設定する必要がありま

す。

ステップ 4 switchport mode {dynamic {auto | 
desirable} | trunk}

インターフェイスをレイヤ 2 トランクとして設定します（インター
フェイスがレイヤ 2 アクセス ポートまたはトンネル ポートでトラ
ンキング モードを指定する場合に限り必要となります）。

• dynamic auto ― 近接インターフェイスが trunk または desirable
モードに設定されている場合に、トランク リンクとしてイン
ターフェイスを設定します。これはデフォルト設定です。

• dynamic desirable ― 近接インターフェイスが trunk、desirable、
または auto モードに設定されている場合に、トランク リンクと
してインターフェイスを設定します。

• trunk ― 近接インターフェイスがトランク インターフェイスで
はない場合でも、インターフェイスを永続的なトランキング

モードに設定し、リンクをトランク リンクに変換するようネゴ
シエーションします。
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インターフェイスの設定をデフォルトに戻すには、default interface interface-idインターフェイス コ
ンフィギュレーション コマンドを使用します。トランキング インターフェイスのすべてのトラン
キング特性をデフォルトにリセットするには、no switchport trunkインターフェイス コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。トランキングをディセーブルにするには、switchport mode
access インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用してポートをスタティック アク
セス ポートとして設定します。

次の例は、ポートを IEEE 802.1Q トランクとして設定する方法を示します。ここでは、近接イン
ターフェイスが IEEE 802.1Q トランキングをサポートするよう設定されていると仮定しています。

Switch# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/2 
Switch(config-if)# switchport mode dynamic desirable 
Switch(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q 
Switch(config-if)# end 

トランク上での許可 VLAN の定義

デフォルトでは、トランク ポートはすべての VLAN に対してトラフィックの送受信を行います。各
トランクで、すべての VLAN ID（1 ～ 4094）が許可されます。ただし、許可リストから VLAN を
削除することにより、それらの VLAN からのトラフィックがトランク上を流れないようにすること
ができます。トランクが伝送するトラフィックを制限するには、switchport trunk allowed vlan
remove vlan-list インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用して、許可リストから
特定の VLAN を削除します。

（注） VLAN 1 は、すべてのシスコ製スイッチ内のすべてのトランク ポートのデフォルト VLAN です。以
前は、すべてのトランク リンクで VLAN 1 を常にイネーブルにしておく必要がありました。VLAN
1 上でユーザ トラフィック（スパニングツリー アドバタイズを含む）が送受信されないように、
VLAN 1 最小化機能を使用して、任意の各 VLAN トランク リンクで VLAN 1 をディセーブルにで
きます。

スパニングツリー ループまたはストームのリスクを削減するために、許可リストから VLAN 1 を削
除して、任意の各 VLAN トランク ポートの VLAN 1 をディセーブルにできます。トランク ポート
から VLAN 1 を削除しても、インターフェイスは、たとえば、Cisco Discovery Protocol（CDP）、Port
Aggregation Protocol（PAgP; ポート集約プロトコル）、Link Aggregation Control Protocol（LACP）、
DTP、VLAN 1 内の VTP などの管理トラフィックを送受信し続けます。

ステップ 5 switchport access vlan vlan-id （任意）デフォルト VLAN を指定します。これは、インターフェイ
スがトランキングを停止した場合に使用されます。

ステップ 6 switchport trunk native vlan vlan-id IEEE 802.1Q トランク用にネイティブ VLAN を指定します。

ステップ 7 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 8 show interfaces interface-id switchport 表示された Administrative Modeおよび Administrative Trunking 
Encapsulation フィールドにインターフェイスのスイッチポート設定
を表示します。

ステップ 9 show interfaces interface-id trunk インターフェイスのトランク設定を表示します。

ステップ 10 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明
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VLAN 1 がディセーブルなトランク ポートが非トランク ポートに変換された場合は、アクセス
VLAN に追加されます。アクセス VLAN が 1 に設定されている場合、switchport trunk allowed設定
に関係なく、ポートは VLAN 1 に追加されます。ポート上でディセーブルなすべての VLAN につい
て、同じことが当てはまります。

トランク ポートは、VLAN がイネーブルになっており、VTP が VLAN を認識し、かつポートの許
可リストにその VLAN が登録されている場合に、VLAN のメンバーになることができます。VTP が
新しくイネーブルにされた VLAN を認識し、その VLAN がトランク ポートの許可リストに登録さ
れている場合、トランク ポートは自動的にそのイネーブルにされた VLAN のメンバーになります。
VTP が新しい VLAN を認識し、その VLAN がトランク ポートの許可リストに登録されていない場
合には、トランク ポートはその新しい VLAN のメンバーにはなりません。

トランクの許可リストを変更するには、イネーブル EXEC モードを開始して、次の手順を実行しま
す。

すべての VLAN の許可 VLAN リストをデフォルトに戻すには、no switchport trunk allowed vlanイ
ンターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。

次の例は、ポートの許可 VLAN リストから VLAN 2 を削除する方法を示しています。

Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan remove 2
Switch(config-if)# end

プルーニング適格リストの変更

プルーニング適格リストは、トランク ポートだけに適用されます。各トランク ポートには、それ
ぞれ独自の適格リストがあります。次の手順が有効であるためには、VTP プルーニングがイネーブ
ルに設定されている必要があります。VTP プルーニングをイネーブルにする手順については、「VTP
プルーニングのイネーブル化」（p.14-15）を参照してください。

トランク ポートのプルーニング適格リストから VLAN を削除するには、イネーブル EXEC モード
で次の手順を実行します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id 設定するポートを指定し、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。

ステップ 3 switchport mode trunk インターフェイスを VLAN トランク ポートとして設定します。

ステップ 4 switchport trunk allowed vlan {add | 
all | except | remove} vlan-list 

（任意）トランク上で許可される VLAN のリストを設定します。

add、all、except、および remove キーワードの使用法については、
このリリースのコマンド リファレンスを参照してください。

vlan-listパラメータは、1 ～ 4094 のうちいずれか 1 つの VLAN 番号
か、値の小さい方を先にしてハイフンで区切られた 2 つの VLAN 番
号で指定する一定範囲の VLAN です。カンマで区切られた VLAN パ
ラメータやハイフンで指定された範囲の間には、スペースは入れな

いでください。

デフォルトではすべての VLAN が許可されています。

ステップ 5 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 show interfaces interface-id switchport 表示された Trunking VLANs Enabledフィールドの設定を確認します。

ステップ 7 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。



第 13章      VLAN の設定
VLAN トランクの設定

13-27
Catalyst 3750 スイッチ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

78-16180-06-J

すべての VLAN のプルーニング適格リストをデフォルトに戻すには、no switchport trunk pruning
vlanインターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。

タグなしトラフィック用ネイティブ VLAN の設定

IEEE 802.1Q タギングが設定されたトランク ポートは、タグ付きトラフィックおよびタグなしトラ
フィックの両方を受信できます。デフォルトでは、スイッチはタグなしトラフィックをポートに設

定されたネイティブ VLAN に伝送します。ネイティブ VLAN は、デフォルトでは VLAN 1 です。

（注） ネイティブ VLAN には任意の VLAN ID を割り当てることができます。

IEEE 802.1Q 設定の詳細については、「IEEE 802.1Q の設定に関する注意事項」（p.13-22）を参照して
ください。

IEEE 802.1Q トランクでネイティブ VLAN を設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を
実行します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id VLAN プルーニングを適用するトランク ポートを選択し、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。

ステップ 3 switchport trunk pruning vlan {add | 
except | none | remove} vlan-list 
[,vlan[,vlan[,,,]]

トランクからのプルーニングが許可されている VLAN のリストを
設定します（「VTP プルーニング」[p.14-5] を参照）。

add、except、none、および removeキーワードの使用法については、
このリリースのコマンド リファレンスを参照してください。

連続しない VLAN ID は、スペースを入れずにカンマで区切ります。
ID の範囲を表すには、ハイフンを使用します。有効な ID は 2 ～ 1001
です。拡張範囲 VLAN（VLAN ID が 1006 ～ 4094）はプルーニング
できません。

プルーニング不適格とされた VLAN は、フラッディング トラフィッ
クを受信します。

デフォルトでは、プルーニングが許可される VLAN のリストには、
VLAN 2 ～ 1001 が含まれています。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show interfaces interface-id switchport 表示された Pruning VLANs Enabledフィールドの設定を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id IEEE 802.1Q トランクとして設定されているインターフェイスを定
義し、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。
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ネイティブ VLAN をデフォルトの VLAN 1 に戻すには、no switchport trunk native vlan インター
フェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。

パケットの VLAN ID が発信ポートのネイティブ VLAN ID と同じであれば、そのパケットはタグな
しで伝送されます。同じでない場合、スイッチはそのパケットをタグ付きで伝送します。

トランク ポートの負荷分散の設定
負荷分散により、スイッチに接続しているパラレル トランクの提供する帯域幅が分割されます。
STP は通常、ループを防止するために、スイッチ間で 1 つのパラレル リンク以外のすべてのリンク
をブロックします。負荷分散を行うと、トラフィックが属する VLAN に基づいて、リンク間でトラ
フィックが分割されます。

トランク ポートで負荷分散を設定するには、STP ポート プライオリティまたは STP パス コストを
使用します。STP ポート プライオリティを使用して負荷分散を設定する場合には、両方の負荷分散
リンクを同じスイッチに接続する必要があります。STP パス コストを使用して負荷分散を設定する
場合には、それぞれの負荷分散 リンクを同じスイッチに、または 2 台の異なるスイッチに接続でき
ます。STP の詳細については、第 18 章「STP の設定」を参照してください。

STP ポート プライオリティによる負荷分散

同一スイッチ上の 2 つのポートがループを形成すると、STP ポート プライオリティの設定により、
イネーブルになるポートとブロッキング ステートになるポートが決まります。パラレル トランク
ポートにプライオリティを設定すると、そのポートは、特定の VLAN のすべてのトラフィックを搬
送できます。VLAN に対するプライオリティがより高い（より小さい値）トランク ポートがその
VLAN のトラフィックを伝送します。同じ VLAN に対してプライオリティのより低い（より大きい
値）トランク ポートは、その VLAN に対してブロッキング ステートのままです。1 つのトランク
ポートが特定の VLAN に関するすべてのトラフィックを送受信することになります。

図 13-3に、サポート対象スイッチを接続する 2 つのトランクを示します。この例では、スイッチは
次のように設定されています。

• VLAN 8 ～ 10 は、トランク 1 でポート プライオリティ 16 が与えられています。

• VLAN 3 ～ 6 は、トランク 1 でデフォルトのポート プライオリティ 128 のままです。

• VLAN 3 ～ 6 は、トランク 2 でポート プライオリティ 16 が与えられています。

• VLAN 8 ～ 10 は、トランク 2 でデフォルトのポート プライオリティ 128 のままです。

このように設定すると、トランク 1 が VLAN 8 ～ 10 のトラフィックを搬送し、トランク 2 が VLAN
3 ～ 6 のトラフィックを搬送します。アクティブ トランクで障害が起きた場合には、プライオリ
ティのより低いトランクが引き継ぎ、すべての VLAN のトラフィックを搬送します。どのトランク
ポート上でも、トラフィックの重複は発生しません。

ステップ 3 switchport trunk native vlan vlan-id トランク ポート上でタグなしトラフィックを送受信している 
VLAN を設定します。

vlan-idに指定できる範囲は、1 ～ 4094 です。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show interfaces interface-id switchport 表示された Trunking Native Mode VLANフィールドの設定を確認しま
す。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明
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図 13-3 STP ポート プライオリティによる負荷分散

（注） スイッチがスイッチ スタックのメンバーの場合は、spanning-tree [vlan vlan-id] port-priority priority
インターフェイス コンフィギュレーション コマンドの代わりに、spanning-tree [vlan vlan-id] cost
cost インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用して、インターフェイスをフォワー
ディング ステートにするように選択する必要があります。最初に選択させたいインターフェイス
には小さいコスト値を、最後に選択させたいインターフェイスには大きいコスト値を割り当てま

す。詳細については、「STP パス コストによる負荷分散」（p.13-30）を参照してください。

図 13-3に示すネットワークを設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。
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コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal スイッチ A で、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。

ステップ 2 vtp domain domain-name VTP 管理ドメインを設定します。

1 ～ 32 文字のドメイン名を使用できます。

ステップ 3 vtp mode server スイッチ A を VTP サーバとして設定します。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show vtp status スイッチ A および B の両方で、VTP 設定を確認します。

表示された VTP Operating Mode フィールドおよび VTP Domain
Nameフィールドを確認します。

ステップ 6 show vlan スイッチ A のデータベースに VLAN が存在していることを確認
します。

ステップ 7 configure terminal 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。

ステップ 8 interface gigabitethernet1/0/1 トランクとして設定するインターフェイスを定義し、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。

ステップ 9 switchport trunk encapsulation {isl | 
dot1q | negotiate}

ISL カプセル化または IEEE 802.1Q カプセル化をサポートするよ
うに、または近接インターフェイスとネゴシエーションするよう

にポートを設定します。リンクの各終端に同じカプセル化タイプ

を設定する必要があります。

ステップ 10 switchport mode trunk ポートをトランク ポートとして設定します。

ステップ 11 end イネーブル EXEC モードに戻ります。
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STP パス コストによる負荷分散

トランクに異なるパス コストを設定し、各パス コストを異なる VLAN セットに対応付け、VLAN
ごとに異なるポートをブロッキングすることにより、VLAN トラフィックを分散するようにパラレ
ル トランクを設定できます。VLAN は、トラフィックを個別に保持し、リンクが失われても冗長性
を維持します。

図 13-4で、トランク ポート 1 および 2 は 100BASE-T ポートとして設定されています。次の VLAN
パス コストが割り当てられています。

• VLAN 2 ～ 4 には、トランク ポート 1 でパス コスト 30 が割り当てられています。

• VLAN 8 ～ 10 は、トランク ポート 1 で 100BASE-T のデフォルトのパス コスト 19 のままになっ
ています。

• VLAN 8 ～ 10 には、トランク ポート 2 でパス コスト 30 が割り当てられています。

• VLAN 2 ～ 4 は、トランク ポート 2 で 100BASE-T のデフォルトのパス コスト 19 のままになっ
ています。

ステップ 12 show interfaces gigabitethernet1/ 0/1 
switchport

VLAN 設定を確認します。

ステップ 13 スイッチ スタックの 2 番めのポートに対して、スイッチ A 上で
ステップ 7 ～ 11 を実行します。

ステップ 14 スイッチ A に設定されたトランク ポートに接続するトランク
ポートを設定するため、スイッチ B でステップ 7 ～ 11を実行し
ます。

ステップ 15 show vlan トランク リンクがアクティブになると、VTP がスイッチ B に
VTP および VLAN 情報を流します。スイッチ B が VLAN 設定を
学習したことを確認します。

ステップ 16 configure terminal スイッチ A で、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。

ステップ 17 interface gigabitethernet1/0/1 STP ポート プライオリティを設定するインターフェイスを定義
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。

ステップ 18 spanning-tree vlan 8-10 port-priority 16 VLAN 8 ～ 10 にポート プライオリティ 16 を割り当てます。

ステップ 19 exit グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 20 interface gigabitethernet1/0/2 STP ポート プライオリティを設定するインターフェイスを定義
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。

ステップ 21 spanning-tree vlan 3-6 port-priority 16 VLAN 3 ～ 6 にポート プライオリティ 16 を割り当てます。

ステップ 22 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 23 show running-config 設定を確認します。

ステップ 24 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明
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図 13-4 パス コストによってトラフィックが分散される負荷分散トランク

図 13-4に示すネットワークを設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。
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コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal スイッチ A で、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。

ステップ 2 interface gigabitethernet1/0/1 トランクとして設定するインターフェイスを定義し、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。

ステップ 3 switchport trunk encapsulation 
{isl | dot1q | negotiate}

ISL カプセル化または IEEE 802.1Q カプセル化をサポートするよう
にポートを設定します。リンクの各終端に同じカプセル化タイプを

設定する必要があります。

ステップ 4 switchport mode trunk ポートをトランク ポートとして設定します。トランクは、デフォル
トで ISL トランキングが設定されています。

ステップ 5 exit グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 6 スイッチ Aのスタック内の 2 番めのインターフェイスでステップ 2
～ 5を繰り返します。

ステップ 7 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 8 show running-config 設定を確認します。インターフェイスがトランク ポートとして設定
されていることを画面で確認します。

ステップ 9 show vlan トランク リンクがアクティブになると、スイッチ A が他のスイッチ
から VTP 情報を受信します。スイッチ A が VLAN 設定を学習した
ことを確認します。

ステップ 10 configure terminal 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。

ステップ 11 interface gigabitethernet1/0/1 STP コストを設定するインターフェイスを定義し、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。

ステップ 12 spanning-tree vlan 2-4 cost 30 VLAN 2 ～ 4 に対し、スパニングツリー パス コストを 30 に設定し
ます。

ステップ 13 end グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 14 スイッチ A に設定済みのその他のトランク インターフェイスに対
してステップ 9 ～ 13を繰り返し、VLAN 8、9、10 に対して、スパ
ニングツリー パス コストを 30 に設定します。

ステップ 15 exit イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 16 show running-config 設定を確認します。表示内で、両方のトランク インターフェイスに
対してパス コストが正しく設定されていることを確認します。

ステップ 17 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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VMPS の設定
VLAN Query Protocol（VQP）は、ダイナミック アクセス ポートをサポートするために使用されま
す。ダイナミック アクセス ポートは、永続的には VLAN に割り当てられませんが、ポート上で認
識された MAC 送信元アドレスに基づいて VLAN に割り当てられます。スイッチは、不明の MAC
アドレスを認識するたびに、VQP クエリーをリモート VMPS へ送信します。クエリーには、新た
に認識された MAC アドレスと認識元のポートが含まれます。VMPS は、ポートの VLAN 割り当て
と一緒に応答を返します。このスイッチは VMPS サーバとしては使用できませんが、VMPS のクラ
イアントとして動作し、VQP を介して VMPS と通信します。

ここでは、以下について説明します。

• VMPS の概要（p.13-32）

• VMPS クライアントのデフォルト設定（p.13-33）

• VMPS 設定時の注意事項（p.13-33）

• VMPS クライアントの設定（p.13-34）

• VMPS のモニタ（p.13-36）

• ダイナミック アクセス ポート VLAN メンバーシップのトラブルシューティング（p.13-37）

• VMPS の構成例（p.13-37）

VMPS の概要
クライアント スイッチは、新たなホストの MAC アドレスを受け取るたびに、VQP クエリーを
VMPS に送信します。VMPS は、このクエリーを受信すると、自身のデータベースで MAC アドレ
ス /VLAN 間のマッピングを検索します。サーバはこのマッピングと、サーバがオープン モードか
セキュア モードであるかに基づいて応答を返します。セキュア モードでは、サーバは違法なホス
トを検出すると、そのポートをシャットダウンします。オープン モードでは、サーバは単にポート
へのホストのアクセスを拒否するだけです。

ポートが現在未割り当て（unassigned）の場合（つまり、まだ VLAN に割り当てられていない）、
VMPS は次の応答のいずれかを返します。

• ホストがポート上で許可されている場合、VMPS は、割り当てられた VLAN 名を含み、ホスト
へのアクセスを許可する VLAN 割り当て（vlan-assignment）の応答をクライアントに送信します。

• ホストがポート上で許可されておらず、かつ、VMPS がオープン モードである場合、VMPS は
アクセス拒否（access-denied）の応答を送信します。

• VLAN がポート上で許可されておらず、かつ、VMPS がセキュア モードの場合、VMPS はポー
ト シャットダウン（port-shutdown）の応答を送信します。

ポートが既に VLAN 割り当てを持つ場合は、VMPS は次の応答のいずれかを返します。

• データベース内の VLAN がポート上の現在の VLAN と一致する場合、VMPS は成功（success）
の応答を返し、ホストへのアクセスを許可します。

• データベースの VLAN とポート上の現在の VLAN が一致せず、かつ、ポート上にアクティブ
なホストがある場合、VMPS のセキュア モードに応じて、VMPS はアクセス拒否またはポート
シャットダウン の応答を送信します。

VMPS からアクセス拒否の応答を受信したスイッチは、引き続き、そのホスト MAC アドレスとや
り取りされるトラフィックをブロックします。また、スイッチは引き続きそのポート宛てのパケッ

トをモニタし、新しいホスト アドレスを検出するたびに、VMPS にクエリーを送ります。VMPS か
らポート シャットダウン 応答を受け取ったスイッチは、ポートをディセーブルにします。このポー
トは、Network Assistant、CLI、または SNMP を使用して、手動で再びイネーブルにする必要があり
ます。
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ダイナミック アクセス ポート VLAN メンバーシップ

ダイナミック アクセス ポートは ID が 1 ～ 4094 の 1 つの VLAN にしか属せません。リンクがアク
ティブになっても、VMPS によって VLAN 割り当てが行われるまで、スイッチとこのポート間では
トラフィックの伝送は行われません。VMPS はダイナミック アクセス ポートに接続された新しい
ホストの最初のパケットから送信元 MAC アドレスを受信し、VMPS データベースに登録されてい
る VLAN とその MAC アドレスを照合します。

MAC アドレスと VMPS データベース内の VLAN が一致した場合には、VMPS がそのポートの
VLAN 番号を送信します。クライアント スイッチがまだ設定されていない場合には、クライアント
スイッチは、トランク ポートで VMPS から受信した最初の VTP パケットに指定されているドメイ
ン名を使用します。クライアント スイッチがすでに設定されている場合には、VMPS へのクエリー
パケットに自身のドメイン名を指定して、VLAN 番号を取得します。VMPS はパケットに指定され
たドメイン名が自身のドメイン名と一致することを確認してから、要求を受け入れ、そのクライア

ント用に割り当てた VLAN 番号を使用してクライアントに応答します。一致しなかった場合、
VMPS は（VMPS のセキュア モードの設定に応じて）要求を拒否するか、またはポートをシャット
ダウンします。

ダイナミック アクセス ポート上で複数のホスト（MAC アドレス）がアクティブになるのは、それ
らのホストがすべて同じ VLAN に属する場合に限られます。ただし、同一ポート上でアクティブの
ホストが 20 を超えると、VMPS はそのポートをシャットダウンします。

ダイナミック アクセス ポート上でリンクがダウンすると、そのポートは切り離された状態に戻り、
VLAN から離脱します。このポートを介してオンラインになるホストは、VQP により再び VMPS
のチェックを受けたあとに、ポートが VLAN に割り当てられます。

ダイナミック アクセス ポートは、直接ホストに接続できます。また、ネットワークへ接続するこ
ともできます。スイッチ上のポートあたり最大 20 の MAC アドレスが許可されます。ダイナミック
アクセス ポートは一度に 1 つの VLAN にしか属せません。ただし、VLAN は認識された MAC アド
レスに応じて時間の経過とともに変更されることがあります。

VMPS クライアントのデフォルト設定
表 13-7に、クライアント スイッチ上の VMPS およびダイナミック アクセス ポートのデフォルト設
定を示します。

VMPS 設定時の注意事項
ダイナミック アクセス ポート VLAN メンバーシップには、次の注意事項および制限事項がありま
す。

• VMPS を先に設定してから、ダイナミック アクセス ポートとしてポートを設定する必要があ
ります。

• ポートをダイナミック アクセス ポートとして設定すると、そのポートに対してスパニングツ
リーの PortFast 機能が自動的にイネーブルになります。PortFast モードにより、ポートがフォ
ワーディング ステートになるプロセスが高速化されます。

表 13-7 VMPS クライアントおよびダイナミック アクセス ポートのデフォルト設定

機能 デフォルト設定

VMPS ドメイン サーバ なし

VMPS 再確認インターバル 60 分

VMPS サーバへの再試行回数 3

ダイナミック アクセス ポート 設定なし
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• IEEE 802.1x ポートは、ダイナミック アクセス ポートとして設定できません。ダイナミック ア
クセス（VQP）ポートで IEEE 802.1x をイネーブルにしようとすると、エラー メッセージが表
示され、IEEE 802.1x はイネーブルになりません。IEEE 802.1x 対応ポートをダイナミック VLAN
割り当てに変更しようとすると、エラー メッセージが表示され、VLAN 設定は変更されません。

• トランク ポートをダイナミック アクセス ポートにすることはできません。ただし、トランク
ポートに対して switchport access vlan dynamicインターフェイス コンフィギュレーション コマ
ンドを入力できます。この場合、スイッチは設定値を保持し、後にポートがアクセス ポートと
して設定された場合にはその設定値が適用されます。

ダイナミック アクセスの設定を有効にするには、ポートのトランキングをオフにする必要があ
ります。

• ダイナミック アクセス ポートをモニタ ポートにすることはできません。

• セキュア ポートをダイナミック アクセス ポートにすることはできません。ダイナミックにな
る前にポートでのポート セキュリティをディセーブルにする必要があります。

• プライベート VLAN ポートはダイナミックアクセス ポートになれません。

• ダイナミック アクセス ポートは、EtherChannel グループのメンバーになれません。

• ポート チャネルは、ダイナミック アクセス ポートとして設定できません。

• ダイナミック アクセス ポートは、代替ブリッジングに加入できます。

• VMPS クライアントおよび VMPS サーバの VTP 管理ドメインは同じである必要があります。

• VMPS サーバ上に設定された VLAN は、音声 VLAN にしないでください。

VMPS クライアントの設定
ダイナミック VLAN は VMPS（サーバ）を使用して設定します。スイッチは VMPS クライアント
にすることはできますが、VMPS サーバにはできません。

VMPS の IP アドレスの入力

スイッチをクライアントとして設定するには、最初にサーバの IP アドレスを入力する必要があり
ます。

（注） スイッチ クラスタに VMPS を定義する場合は、コマンド スイッチ上でアドレスを入力します。

VMPS の IP アドレスを入力するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 vmps server ipaddress primary プライマリ VMPS サーバとして動作するスイッチの IP アドレスを
入力します。

ステップ 3 vmps server ipaddress （任意）セカンダリ VMPS サーバとして動作するスイッチの IP アド
レスを入力します。

セカンダリ サーバ アドレスは最大 3 つまで入力できます。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show vmps 表示された VMPS Domain Serverフィールドの設定を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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（注） ダイナミック アクセス ポートを動作させるには、VMPS への IP 接続を確立する必要があります。
VMPS の IP アドレスへ ping し、応答の受信を確認することで、IP 接続をテストできます。

VMPS クライアントのダイナミック アクセス ポートの設定

クラスタ メンバー スイッチのポートをダイナミック アクセス ポートとして設定する場合は、最初
に rcommandイネーブル EXEC コマンドを使用してクラスタ メンバー スイッチにログインします。

注意 ダイナミック アクセス ポート VLAN メンバーシップは、エンド ステーション用、またはエンド
ステーションに接続しているハブ用です。ダイナミック アクセス ポートを他のスイッチに接続す
ると、接続が切断される可能性があります。

VMPS クライアント スイッチにダイナミック アクセス ポートを設定するには、イネーブル EXEC
モードで次の手順を実行します。

インターフェイスの設定をデフォルトに戻すには、default interface interface-idインターフェイス コ
ンフィギュレーション コマンドを使用します。インターフェイスのスイッチポート モードの設定
をデフォルト（dynamic auto）に戻すには、no switchport modeインターフェイス コンフィギュレー
ション コマンドを使用します。アクセス モードをスイッチのデフォルト VLAN にリセットするに
は、no switchport access vlanインターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。

VLAN メンバーシップの確認

スイッチが VMPS から受信したダイナミック アクセス ポート VLAN メンバーシップの割り当てを
確認するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id エンド ステーションに接続されているスイッチ ポートを指定
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。

ステップ 3 switchport mode access ポートをアクセス モードに設定します。

ステップ 4 switchport access vlan dynamic ダイナミック VLAN メンバーシップ適格としてポートを設定し
ます。

ダイナミック アクセス ポートはエンド ステーションに接続され
ている必要があります。

ステップ 5 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 show interfaces interface-id switchport 表示された Operational Modeフィールドを確認します。

ステップ 7 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明

ステップ 1 vmps reconfirm ダイナミック アクセス ポート VLAN メンバーシップを再確認します。

ステップ 2 show vmps ダイナミック VLAN の再確認ステータスを調べます。
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再確認インターバルの変更

VMPS クライアントは、VMPS から受信した VLAN メンバーシップ情報を定期的に再確認します。
再確認する間隔を分単位で設定できます。

クラスタ内のメンバー スイッチを設定する場合、このパラメータをコマンド スイッチ上の再確認
設定値以上にする必要があります。この場合もまた、rcommandイネーブル EXEC コマンドを使用
してメンバー スイッチにログインする必要があります。

再確認インターバルを変更するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

スイッチをデフォルト設定に戻すには、no vmps reconfirmグローバル コンフィギュレーション コ
マンドを使用します。

再試行回数の変更

スイッチが次のサーバにクエリー送信するまでに、VMPS との接続を試みる試行回数を変更するに
は、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

スイッチをデフォルト設定に戻すには、no vmps retryグローバル コンフィギュレーション コマン
ドを使用します。

VMPS のモニタ
VMPS 情報を表示するには、show vmpsイネーブル EXEC コマンドを使用します。VMPS について、
次の情報が表示されます。

• VMPS VQP バージョン ― VMPS との通信に使用される VQP のバージョン。スイッチは VQP
バージョン 1 を使用する VMPS にクエリー送信をします。

• 再確認インターバル ― VLAN と MAC アドレスとの割り当てを再確認するまでにスイッチが
待機する時間（分単位）。

• サーバ再試行回数 ― VQP から VMPS にクエリーを再送信する回数。この回数だけ試行しても
応答がない場合、スイッチはセカンダリ VMPS に対してクエリー送信を開始します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 vmps reconfirm minutes ダイナミック VLAN メンバーシップを再確認する間隔を分単位で指
定します。指定できる範囲は 1 ～ 120 です。デフォルト値は 60 です。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show vmps 表示されている Reconfirm Intervalフィールドのダイナミック VLAN
の再確認ステータスを確認します。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 vmps retry count 再試行回数を変更します。再試行回数は 1 ～ 10 回の範囲で指定でき
ます。デフォルトは 3 回です。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show vmps 表示された Server Retry Countフィールドを確認します。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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• VMPS ドメイン サーバ ― 設定されている VLAN メンバーシップ ポリシー サーバの IP アドレ
ス。スイッチは、current の指定があるサーバにクエリーを送信しています。primary と表示さ
れたサーバがプライマリ サーバです。

• VMPS アクション ― 最新の再確認試行の結果。再確認は、再確認インターバルとして設定さ
れた時間が経過すると自動的に行われます。また、vmps reconfirmイネーブル EXEC コマンド
を入力するか、Network Assistant または SNMP の同等のコマンドを使用することによって、強
制的に再確認できます。

次に、show vmpsイネーブル EXEC コマンドの出力例を示します。

Switch# show vmps
VQP Client Status:
--------------------
VMPS VQP Version:   1
Reconfirm Interval: 60 min
Server Retry Count: 3
VMPS domain server: 172.20.128.86 (primary, current)
                    172.20.128.87 
 
Reconfirmation status
---------------------
VMPS Action:         other

ダイナミック アクセス ポート VLAN メンバーシップのトラブルシューティング
VMPS は次の条件が発生したときに、ダイナミック アクセス ポートをシャットダウンします。

• VMPS がセキュア モードで、かつ、ホストにポートへの接続を許可しない場合。VMPS は、ホ
ストがネットワークに接続しないように、ポートをシャットダウンします。

• 1 つのダイナミック アクセス ポート上に 20 を超えるアクティブ ホストが存在する場合。

ディセーブルのダイナミック アクセス ポートを再度イネーブルにするには、shutdown インター
フェイス コンフィギュレーション コマンドに続けて、no shutdownインターフェイス コンフィギュ
レーション コマンドを入力します。

VMPS の構成例
図 13-5に、VMPS サーバ スイッチと、ダイナミック アクセス ポートの設定された VMPS クライア
ント スイッチで構成されるネットワークを示します。この例の前提条件は次のとおりです。

• VMPS サーバと VMPS クライアントは、それぞれ別個のスイッチです。

• Catalyst 6500 シリーズ スイッチ A がプライマリの VMPS サーバです。

• Catalyst 6500 シリーズ スイッチ C およびスイッチ J がセカンダリの VMPS サーバです。

• エンド ステーションは、クライアント（スイッチ B、およびスイッチ I）に接続されます。

• データベース コンフィギュレーション ファイルは、IP アドレス 172.20.22.7 の Trivial File 
Transfer Protocol（TFTP; 簡易ファイル転送プロトコル）サーバに保管されます。
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図 13-5 ダイナミック ポート VLAN メンバーシップの構成
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14

VTP の設定

この章では、Catalyst 3750スイッチで VLAN Trunk Protocol（VTP;VLAN トランク プロトコル）と
VLAN（仮想 LAN）データベースを使用して VLAN を管理する方法について説明します。特に明記
しないかぎり、スイッチという用語はスタンドアロン スイッチおよびスイッチ スタックを意味し
ます。

（注） この章で使用されるコマンドの構文および使用方法の詳細については、このリリースのコマンド リ
ファレンスを参照してください。

この章で説明する内容は、次のとおりです。

• VTP の概要（p.14-2）

• VTP の設定（p.14-8）

• VTP のモニタ（p.14-17）
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VTP の概要
VTP は、レイヤ 2 のメッセージ プロトコルであり、ネットワーク全体にわたって VLAN の追加、
削除、名前変更を管理することにより、VLAN 設定の整合性を維持します。VTP により、VLAN 名
の重複、誤った VLAN タイプの指定、セキュリティ違反など、さまざまな問題を引き起こしかねな
い設定の誤りや矛盾を最小限に抑えます。

VLAN を作成する前に、ネットワークで VTP を使用するかどうかを決定する必要があります。VTP
を使用すると、1 つまたは複数のスイッチで集中的に設定の変更を行い、その変更をネットワーク
上の他のすべてのスイッチに自動的に伝達できます。VTP を使用しない場合、VLAN 情報を他のス
イッチに送信することはできません。

VTP は、単一のスイッチ上で作成されたアップデートが VTP を経由してドメイン内の他のスイッ
チへ送信される環境で動作するように設計されています。同一のドメイン内の複数のスイッチ上で

複数のアップデートが同時に発生するような状況では十分に動作しません。このような状況では、

結果として VLAN データベース内に矛盾が生じてしまいます。

VTP 機能はスタック全体にわたってサポートされ、スタック内のすべてのスイッチがスタック マ
スターから継承した同一の VLAN および VTP コンフィギュレーションを維持します。スイッチが
VTP メッセージを介して新たな VLAN について学習した場合、または新たな VLAN がユーザに
よって設定された場合は、新たな VLAN の情報がスタック内のすべてのスイッチへ通知されます。

スイッチがスタックに加入した場合、または複数のスタックがマージされた場合、新たなスイッチ

はスタック マスターから VTP 情報を取得します。

スイッチは 1005の VLAN をサポートしますが、ルーテッド ポート、SVI、およびその他の設定済
み機能の個数によって、スイッチ ハードウェアの使用状況が左右されます。スイッチは、新たな
VLAN について VTP から通知を受け取ったが、既に使用可能な最大ハードウェア リソースを使用
している場合は、使用可能なハードウェア リソースが不十分であることを示すメッセージを送信
し、その VLAN をシャットダウンします。show vlanユーザ EXEC コマンドの出力は、VLAN が一
時停止ステートであることを示しています。

VTP は、標準範囲 VLAN（VLAN ID が 1 ～ 1005）についてだけ学習します。拡張範囲 VLAN（1006
以上の VLAN ID）は VTP ではサポートされません。また、VTP VLAN データベースに保管されま
せん。

ここでは、次の概要について説明します。

• VTP ドメイン（p.14-3）

• VTP モード（p.14-4）

• VTP アドバタイズ（p.14-4）

• VTP バージョン 2（p.14-5）

• VTP プルーニング（p.14-5）

• VTP とスイッチ スタック（p.14-7）
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VTP ドメイン
VTP ドメイン（別名 VLAN 管理ドメイン）は、1 つのスイッチ、または同じ VTP ドメイン名を共
有して同一管理下にある相互接続された複数のスイッチまたはスイッチ スタックで構成されます。
1 つの VTP ドメインに存在できるスイッチは、1 つだけです。ドメインには、VLAN 設定をグロー
バルに変更します。

デフォルトの設定では、トランク リンク（複数 VLAN のトラフィックを搬送するリンク）を介し
てドメインについてのアドバタイズを受信するか、またはユーザがドメイン名を設定しないかぎ

り、スイッチは VTP 非管理ドメイン ステートです。管理ドメイン名を指定または学習するまで、
VTP サーバ上で VLAN の作成や変更ができず、VLAN 情報はネットワーク上に伝播されません。

スイッチがトランク リンクを介して VTP アドバタイズを受信すると、管理ドメイン名および VTP
コンフィギュレーションのリビジョン番号が継承されます。スイッチは、別のドメイン名または古

いコンフィギュレーション リビジョン番号が指定されたアドバタイズについては、一切無視しま
す。

注意 VTP ドメインに VTP クライアント スイッチを追加する前に、その VTP コンフィギュレーション
リビジョン番号が、VTP ドメイン内の他のスイッチのコンフィギュレーション リビジョン番号よ
りも小さいことを必ず確認してください。VTP ドメインのスイッチは、常に VTP コンフィギュレー
ション リビジョン番号が最大のスイッチの VLAN 設定を使用します。リビジョン番号が VTP ドメ
インのリビジョン番号より大きなスイッチを追加する場合は、VTP サーバおよび VTP ドメインか
らの VLAN 情報をすべて消去することがあります。VTP コンフィギュレーション リビジョン番号
を確認およびリセットする手順については、「VTP ドメインへの VTP クライアント スイッチの追
加」（p.14-16）を参照してください。

VTP サーバ上の VLAN 設定を変更すると、その変更は VTP ドメイン内のすべてのスイッチに伝播
されます。VTP アドバタイズは、Inter-Switch Link（ISL; スイッチ間リンク）や IEEE 802.1Q を含む
すべての IEEE トランク接続で伝送されます。VTP は、複数の LAN タイプの VLAN に一意の名前
と内部インデックスの関連要素を動的にマッピングします。このマッピングによって、ネットワー

ク管理者がデバイスを管理する作業が大幅に軽減されます。

VTP トランスペアレント モードでスイッチを設定した場合、VLAN の作成および変更は可能です
が、その変更はドメイン内の他のスイッチには伝播されません。また、変更は、個々のスイッチに

のみ適用されます。ただし、スイッチがトランスペアレント モードにあるとき行った設定変更はス
イッチの実行コンフィギュレーションに保存されます。また、この変更は、スイッチのスタート

アップ コンフィギュレーション ファイルに保存することもできます。

ドメイン名とパスワードの設定時の注意事項については、「VTP 設定時の注意事項」（p.14-9）を参
照してください。
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VTP モード
サポート対象のスイッチ スタックを、表 14-1に示す VTP モードのいずれかに設定できます。

VTP アドバタイズ
VTP ドメイン内の各スイッチは、予約されたマルチキャスト アドレスに対して、それぞれのトラ
ンク ポートからグローバル コンフィギュレーション アドバタイズを定期的に送信します。このよ
うなアドバタイズを受信した近接スイッチは、必要に応じてそれぞれの VTP および VLAN 設定を
アップデートします。

（注） トランク ポートは VTP アドバタイズを送受信するので、スイッチ スタック上で少なくとも 1 つの
トランクポートが設定されており、そのトランク ポートが別のスイッチのトランク ポートに接続
されていることを確認する必要があります。そうでない場合、スイッチは VTP アドバタイズを受
信できません。トランク ポートの詳細については、「VLAN トランクの設定」（p.13-20）を参照し
てください。

表 14-1 VTP モード

VTP モード 説明

VTP サーバ VTP サーバ モードでは、VLAN の作成、変更、削除ができます。また、VTP ドメイン全体に対して
他のコンフィギュレーション パラメータ（VTP バージョンなど）を指定できます。VTP サーバは、
同一 VTP ドメイン内の他のスイッチに、自身の VLAN 設定をアドバタイズし、トランク リンクを
介して受信したアドバタイズに基づいて、自身の VLAN 設定を他のスイッチと同期させます。

VTP サーバ モードでは、NVRAM（不揮発性 RAM）に VLAN 設定が保存されます。VTP サーバ
モードがデフォルトの設定です。

VTP クライアント VTP クライアントは VTP サーバと同様に動作し、そのトランク上で VTP アップデートを送受信し
ますが、VTP クライアント上で VLAN の作成、変更、削除を行うことはできません。VLAN は、
サーバ モードのドメイン内の別のスイッチに設定されます。

VTP クライアント モードでは、NVRAM に VLAN 設定が保存されません。

VTP トランスペア
レント

VTP トランスペアレント スイッチは VTP に参加しません。また、自身の VLAN 設定をアドバタイ
ズせず、受信したアドバタイズに基づいて自身の VLAN 設定を同期させることもありません。ただ
し、VTP バージョン 2 では、トランスペアレント スイッチは、自身のトランク インターフェイス
で他のスイッチから受信した VTP アドバタイズを伝送します。VTP トランスペアレント モードで
は、スイッチ上の VLAN を作成、変更、削除できます。

拡張範囲 VLAN の作成時は、スイッチは VTP トランスペアレント モードでなければなりません。
「拡張範囲 VLAN の設定」（p.13-15）を参照してください。

プライベート VLAN を作成する場合、スイッチは VTP トランスペアレント モードである必要があ
ります。第 16 章「プライベート VLAN の設定」を参照してください。プライベート VLAN が設定
されている場合、VTP をトランスペアレント モードからクライアントまたはサーバ モードに変更
しないでください。

スイッチが VTP トランスペアレント モードの場合、VTP および VLAN 設定は NVRAM に保存され
ますが、他のスイッチにはアドバタイズされません。このモードでは、VTP モードおよびドメイン
名はスイッチの実行コンフィギュレーションに保存されます。また、copy running-config 
startup-config イネーブル EXEC コマンドを実行してこの情報をスイッチのスタートアップ コン
フィギュレーション ファイルに保存できます。実行コンフィギュレーションと保存済みコンフィ
ギュレーションは、スタック内のすべてのスイッチで同一です。
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VTP アドバタイズは、次のグローバル ドメイン情報を配布します。

• VTP ドメイン名

• VTP コンフィギュレーション リビジョン番号

• アップデート ID およびアップデート タイムスタンプ

• MD5 ダイジェスト VLAN 設定 ― 各 VLAN の Maximum Transmission Unit（MTU; 最大伝送単
位）サイズなど

• フレーム フォーマット

VTP アドバタイズではさらに、設定されている各 VLAN について、次の VLAN 情報を配布します。

• VLAN ID（ISL および IEEE 802.1Q）

• VLAN 名

• VLAN タイプ

• VLAN ステート

• VLAN タイプ固有の VLAN 設定追加情報

VTP バージョン 2
ネットワークで VTP を使用する場合、バージョン 1 またはバージョン 2 のどちらを使用するか決
定する必要があります。デフォルトでは、VTP はバージョン 1 で動作します。

VTP バージョン 2 では、バージョン 1 でサポートされない次の機能が使用できます。

• トークン リング ― VTP バージョン 2 は、Token Ring Bridge Relay Function（TrBRF; トークン
リング ブリッジ リレー機能）および Token Ring Concentrator Relay Function（TrCRF; トークン
リング コンセントレータ リレー機能）VLAN をサポートします。トークン リング VLAN の詳
細については、「標準範囲 VLAN の設定」（p.13-6）を参照してください。

• 認識不能の Type-Length-Value（TLV）のサポート ― VTP サーバまたは VTP クライアントは、
TLV が解析不能であっても、設定の変更を他のトランクに伝播します。認識されなかった TLV
は、スイッチが VTP サーバ モードで動作している場合、NVRAM に保存されます。

• バージョン依存型トランスペアレント モード ― VTP バージョン 1 の場合、VTP トランスペア
レント スイッチが VTP メッセージの中のドメイン名およびバージョンを調べ、バージョンお
よびドメイン名が一致する場合に限りメッセージを伝送します。VTP バージョン 2 は、サポー
トするドメインが 1 つだけなので、トランスペアレント モードではバージョンおよびドメイン
名を調べずに、VTP メッセージを伝送します。

• 整合性検査 ― VTP バージョン 2 の場合、CLI（コマンドライン インターフェイス）、または
SNMP（簡易ネットワーク管理プロトコル）を介して新しい情報が入力された場合に限り、
VLAN整合性検査（VLAN 名、値など）を行います。VTP メッセージから新しい情報を取得し
た場合、または NVRAM から情報を読み込んだ場合には、整合性検査を行いません。受信した
VTP メッセージの MD5 ダイジェストが有効であれば、情報を受け入れます。

VTP プルーニング
VTP プルーニングは、トラフィックが宛先デバイスに到達するために使用しなければならないトラ
ンク リンクへのフラッディング トラフィックを制限することによって、ネットワークの使用でき
る帯域を増やします。VTP プルーニングを行わない場合、受信側のスイッチで廃棄される可能性が
あっても、スイッチは VTP ドメイン内のすべてのトランク リンクでブロードキャスト、マルチキャ
スト、および不明のユニキャスト トラフィックをフラッディングします。VTP プルーニングは、デ
フォルトでディセーブルに設定されています。
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VTP プルーニングは、プルーニング適格リストに含まれるトランク ポート上で VLAN に対する不要
なフラッディング トラフィックをブロックします。プルーニング適格リストに登録された VLAN だ
けが、プルーニングの対象です。スイッチ トランク ポートの場合、デフォルトでは VLAN 2 ～ 1001
がプルーニング適格です。プルーニング不適格として設定された VLAN に対しては、フラッディン
グが続行されます。VTP プルーニングは、VTP バージョン 1 および 2 でサポートされています。

図 14-1に、VTP プルーニングがイネーブルでない場合のスイッチド ネットワークを示します。ス
イッチ A のポート 1 およびスイッチ D のポート 2 が、Red VLAN に割り当てられています。スイッ
チ A に接続したホストからブロードキャストが送信されている場合は、スイッチ A はブロードキャ
ストをフラッディングします。また、スイッチ C、E、および F は Red VLAN に属するポートを持っ
ていませんが、これらのスイッチを含めて、ネットワーク内のすべてのスイッチはブロードキャス

トを受信します。

図 14-1 VTP プルーニングなしでのフラッディング トラフィック

図14-2に、VTP プルーニングがイネーブルの場合のスイッチド ネットワークを示します。Red VLAN
のトラフィックは図で示したリンク（スイッチ B のポート 5、およびスイッチ D のポート 4）でプ
ルーニングされるので、スイッチ A からのブロードキャスト トラフィックは、スイッチ C、E、お
よび F には伝送されません。

図 14-2 VTP プルーニングによるフラッディング トラフィックの最適化
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VTP サーバ上で VTP プルーニングをイネーブルにすることにより、管理ドメイン全体のプルーニ
ングがイネーブルになります。VLAN をプルーニング適格または不適格に設定する場合、（VTP ド
メイン内の全スイッチではなく）そのトランク上の VLAN に限りプルーニングの適格性が変わりま
す。

「VTP プルーニングのイネーブル化」（p.14-15）を参照してください。VTP プルーニングが有効にな
るのは、イネーブルに設定してから数秒後です。VTP プルーニングは、プルーニング不適格な VLAN
からのトラフィックはプルーニングされません。VLAN 1 および VLAN 1002 ～ 1005 は常にプルー
ニング不適格です。これらの VLAN からのトラフィックはプルーニングできません。拡張範囲
VLAN（1006 以上の VLAN ID）もプルーニング不適格です。

VTP プルーニングは、VTP トランスペアレント モードで動作しないように設計されています。ネッ
トワーク内の 1 つまたは複数のスイッチが VTP トランスペアレント モードである場合は、次のい
ずれかを実行します。

• ネットワーク全体で VTP プルーニングをオフにします。

• VTP トランスペアレント スイッチに接続されているアップストリーム側にあるスイッチのト
ランク上のすべての VLAN をプルーニング不適格にすることで、VTP プルーニングをオフにし
ます。

インターフェイスに VTP プルーニングを設定するには、switchport trunk pruning vlanインターフェ
イス コンフィギュレーション コマンドを使用します（「プルーニング適格リストの変更」[p.13-26]
を参照）。VTP プルーニングは、インターフェイスが、トランキングを行っている間に動作します。
VLAN プルーニングの適格性は、VTP ドメインで VTP プルーニングがイネーブルになっているか、
指定の VLAN が存在するか、または現在インターフェイスがトランキングを行っているかどうかに
関係なく、設定できます。

VTP とスイッチ スタック
VTP 設定は、スイッチ スタック内のすべてのメンバーで同一です。スイッチ スタックが VTP サー
バ モードまたは VTP クライアント モードの場合は、スタック内のすべてのスイッチが同一の VTP
設定を実行します。VTP モードがトランスペアレントの場合は、スタックは VTP には加入しません。

• スイッチがスタックに加入した場合は、スタック マスターの VTP および VLAN 特性を継承し
ます。

• すべての VTP アップデートがスタック全体にわたり搬送されます。

• スタック内のスイッチで VTP モードが変更されると、スタック内の他のスイッチも VTP モー
ドを変更し、スイッチ VLAN データベースは一貫性を維持します。

スイッチ スタックの詳細については、第 5 章「スイッチ スタックの管理」を参照してください。
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VTP の設定
ここでは、次の設定について説明します。

• VTP のデフォルト設定（p.14-8）

• VTP 設定時のオプション（p.14-8）

• VTP 設定時の注意事項（p.14-9）

• VTP サーバの設定（p.14-11）

• VTP クライアントの設定（p.14-12）

• VTP のディセーブル化（VTP トランスペアレント モード）（p.14-13）

• VTP バージョン 2 のイネーブル化（p.14-14）

• VTP プルーニングのイネーブル化（p.14-15）

• VTP ドメインへの VTP クライアント スイッチの追加（p.14-16）

VTP のデフォルト設定
表 14-2に、VTP のデフォルト設定を示します。

VTP 設定時のオプション
次の設定モードを使用して VTP を設定できます。

• グローバル コンフィギュレーション モードでの VTP 設定（p.14-8）

• VLAN データベース コンフィギュレーション モードでの VTP 設定（p.14-9）

VLAN データベース コンフィギュレーション モードは、vlan databaseイネーブル EXEC コマンド
を入力するとアクセスできます。

vtpコマンドの詳細については、このリリースのコマンド リファレンスを参照してください。

グローバル コンフィギュレーション モードでの VTP 設定

vtp グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用すると、VTP パスワード、バージョン、
VTP ファイル名、更新された VTP 情報を提供するインターフェイス、ドメイン名、およびモード
を設定したり、プルーニングをイネーブルまたはディセーブルにできます。使用できるキーワード

の詳細については、このリリースのコマンド リファレンス に記載されたコマンドの説明を参照し
てください。VTP 情報は VTP VLAN データベースに保存されます。VTP モードがトランスペアレ
ントである場合は、VTP ドメイン名およびモードはスイッチの実行コンフィギュレーション ファ
イルに保存されます。また、copy running-config startup-configイネーブル EXEC コマンドを入力し
てこれをスイッチのスタートアップ コンフィギュレーション ファイルに保存できます。スイッチ
をリセットする場合でも、VTP モードをトランスペアレントとして保存するときは、このコマンド
を使用する必要があります。

表 14-2 VTP のデフォルト設定

機能 デフォルト設定

VTP ドメイン名 ヌル

VTP モード サーバ

VTP バージョン バージョン 1（バージョン 2 はディセーブル）

VTP パスワード なし

VTP プルーニング ディセーブル
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スイッチのスタートアップ コンフィギュレーション ファイルに VTP 情報を保存してスイッチを再
起動すると、スイッチの設定は次のように決定されます。

• スタートアップ コンフィギュレーションで VTP モードがトランスペアレントで、VLAN デー
タベースと VLAN データベースからの VTP ドメイン名がスタートアップ コンフィギュレー
ション ファイルのものと一致する場合は、VLAN データベースは無視（消去）され、スタート
アップ コンフィギュレーション ファイルの VTP 設定および VLAN 設定が使用されます。
VLAN データベースでは、VLAN データベースのリビジョン番号は元のままです。

• スタートアップ コンフィギュレーションの VTP モードまたはドメイン名が VLAN データベー
スと一致しない場合は、ドメイン名、VTP モード、最初の 1005の VLAN の設定は、VLAN デー
タベースの情報を使用します。

VLAN データベース コンフィギュレーション モードでの VTP 設定

VLAN データベース コンフィギュレーション モードで、すべての VTP パラメータを設定できます。
このモードには、vlan databaseイネーブル EXEC コマンドを入力してアクセスします。使用できる
キーワードの詳細については、このリリースのコマンド リファレンスに記載された vtp VLAN デー
タベース コンフィギュレーション コマンドの説明を参照してください。VLAN データベース コン
フィギュレーション モードで exitコマンドを入力すると、それまでに入力したすべてのコマンドに
適用され、VLAN データベースを更新します。VTP ドメイン内の他のスイッチに VTP メッセージ
が送信され、イネーブル EXEC モード プロンプトが表示されます。

VTP モードがトランスペアレントである場合は、ドメイン名とモード（トランスペアレント）はス
イッチの実行コンフィギュレーションに保存されます。また、copy running-config startup-configイ
ネーブル EXEC コマンドを入力してこの情報をスイッチのスタートアップ コンフィギュレーショ
ン ファイルに保存できます。

VTP 設定時の注意事項
ここでは、ネットワークに VTP を実装する場合の注意事項について説明します。

ドメイン名

VTP を初めて設定するときは、必ずドメイン名を割り当てる必要があります。VTP ドメイン内のす
べてのスイッチを同じドメイン名で設定してください。VTP トランスペアレント モードのスイッ
チは、他のスイッチと VTP メッセージを交換しません。したがって、これらのスイッチについて
は、VTP ドメイン名を設定する必要はありません。

（注） NVRAM および DRAM のストレージが十分にある場合は、VTP ドメイン内のすべてのスイッチは
VTP サーバモードである必要があります。

注意 すべてのスイッチが VTP クライアント モードで動作している場合は、VTP ドメインを設定しない
でください。VTP ドメインを設定すると、そのドメインの VLAN 設定を変更できません。必ず VTP
サーバ モードの VTP ドメインで少なくとも 1 つのスイッチを設定してください。
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パスワード

VTP ドメインのパスワードを設定できますが、必須ではありません。ドメインのパスワードを設定
する場合は、すべてのドメイン スイッチで同じパスワードを使用する必要があります。また、管理
ドメイン内の各スイッチに対してパスワードを設定する必要があります。パスワードのないスイッ

チ、または誤ったパスワードを持つスイッチは、VTP アドバタイズを拒否します。

ドメインに VTP パスワードを設定する場合、VTP 設定なしで起動されたスイッチは、正しいパス
ワードを使用して設定しないかぎり、VTP アドバタイズを受け入れません。設定後、スイッチは次
の同じパスワードおよびドメイン名を使用する VTP アドバタイズを受け入れます。

VTP 機能を備えた既存のネットワークに新しいスイッチを追加した場合、新しいスイッチは、適切
なパスワードが設定されて初めて、ドメイン名を学習します。

注意 VTP ドメイン パスワードの設定時に、ドメイン内の各スイッチに管理ドメイン パスワードを割り
当てないと、管理ドメインが正常に動作しません。

VTP バージョン

実装する VTP バージョンを決定する場合は、次の注意事項に従ってください。

• VTP ドメイン内のすべてのスイッチで同じ VTP バージョンを実装する必要があります。

• VTP バージョン 2 対応スイッチは、VTP バージョン 2 がディセーブルになっている場合（デ
フォルトでは、VTP バージョン 2 はディセーブル）、VTP バージョン 1 が稼働しているスイッ
チとして同一の VTP ドメイン内で動作可能です。

• 同一 VTP ドメイン内のすべてのスイッチがバージョン 2 に対応する場合以外、スイッチ上で
VTP バージョン 2 をイネーブルにしないでください。あるスイッチでバージョン 2 をイネーブ
ルにすると、ドメイン内のすべてのバージョン 2 対応スイッチでバージョン 2 がイネーブルに
なります。バージョン 1 専用のスイッチがドメインに含まれていた場合、そのスイッチはバー
ジョン 2 対応スイッチとの間で VTP 情報を交換できません。

• 使用環境に TrBRF および TrCRF トークン リング ネットワークが含まれている場合、トークン
リング VLAN スイッチング機能を正しく動作させるためには、VTP バージョン 2 をイネーブル
にする必要があります。トークン リングおよびトークン リング Net を実行する場合は、VTP
バージョン 2 をディセーブルにします。

設定の要件

VTP を設定する場合は、スイッチがドメイン内の他のスイッチと VTP アドバタイズを送受信でき
るように、スイッチ スタック上のトランク ポートを設定する必要があります。

詳細については、「VLAN トランクの設定」（p.13-20）を参照してください。

クラスタ メンバー スイッチ上の VTP を VLAN に設定する場合は、rcommandイネーブル EXEC コ
マンドを使用してメンバー スイッチにログインします。このコマンドの詳細については、このリ
リースのコマンド リファレンスを参照してください。

スイッチ上に拡張範囲 VLAN を設定する場合は、スイッチは VTP トランスペアレント モードでな
ければなりません。

VTP はプライベート VLAN をサポートしません。プライベート VLAN を設定する場合、スイッチ
は VTP トランスペアレント モードである必要があります。プライベート VLAN がスイッチで設定
されている場合、VTP をトランスペアレント モードからクライアントまたはサーバ モードに変更
しないでください。
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VTP サーバの設定
スイッチが VTP サーバ モードの場合には、VLAN 設定を変更し、その変更をネットワーク全体に
伝播できます。

（注） スイッチ上に拡張範囲 VLAN が設定されている場合は、VTP モードはサーバ モードに変更できま
せん。エラー メッセージが表示され、設定は許可されません。

スイッチを VTP サーバ モードに設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

ドメイン名を設定すると、削除できません。スイッチを別のドメインに再割り当てすることは可能

です。

スイッチをパスワードのない状態に戻すには、no vtp password グローバル コンフィギュレーショ
ン コマンドを使用します。

次の例は、グローバル コンフィギュレーション モードを使用して、ドメイン名が eng_group、パス
ワードが mypasswordの VTP サーバとしてスイッチを設定する方法を示しています。

Switch# config terminal
Switch(config)# vtp mode server
Switch(config)# vtp domain eng_group
Switch(config)# vtp password mypassword
Switch(config)# end

VLAN データベース コンフィギュレーション モードを使用して VTP パラメータを設定することも
できます。

VLAN データベース コンフィギュレーション モードを使用してスイッチを VTP サーバとして設定
するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 vtp mode server スイッチを VTP サーバ モードに設定します（デフォルト）。

ステップ 3 vtp domain domain-name VTP 管理ドメイン名を設定します。1 ～ 32 文字の名前を使用できます。
同一管理下にある VTP サーバ モードまたはクライアント モードで稼働
するスイッチには、すべて同じドメイン名に設定する必要があります。

ステップ 4 vtp password password （任意）VTP ドメイン用のパスワードを設定します。パスワードに使用
できる文字数は、8 ～ 64 文字です。

VTP パスワードを設定しても、ドメイン内の各スイッチに同じパスワー
ドを割り当てなかった場合には、VTP ドメインが正常に動作しません。

ステップ 5 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 show vtp status 表示された VTP Operating Mode フィールドおよび VTP Domain Name
フィールドを確認します。

コマンド 説明

ステップ 1 vlan database VLAN データベース コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 vtp server スイッチを VTP サーバ モードに設定します（デフォルト）。

ステップ 3 vtp domain domain-name VTP 管理ドメイン名を設定します。1 ～ 32 文字の名前を使用できます。
同一管理下にある VTP サーバ モードまたはクライアント モードで稼働
するスイッチには、すべて同じドメイン名に設定する必要があります。
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ドメイン名を設定すると、削除できません。スイッチを別のドメインに再割り当てすることは可能

です。

スイッチをパスワードのない状態に戻すには、no vtp password VLAN データベース コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。

次の例は、VLAN データベース コンフィギュレーション モードを使用して、ドメイン名が
eng_group、パスワードがmypasswordの VTP サーバとしてスイッチを設定する方法を示しています。

Switch# vlan database
Switch(vlan)# vtp server
Switch(vlan)# vtp domain eng_group
Switch(vlan)# vtp password mypassword
Switch(vlan)# exit
APPLY completed.
Exiting....
Switch# 

VTP クライアントの設定
スイッチが VTP クライアント モードの場合には、そのスイッチの VLAN 設定は変更できません。
クライアント スイッチは、VTP ドメイン内の VTP サーバから VTP アップデート情報を受信し、そ
れに基づいて設定を変更します。

（注） スイッチ スタック上に拡張範囲 VLAN が設定されている場合は、VTP モードをクライアント モー
ドに変更できません。エラー メッセージが表示され、設定は許可されません。

注意 すべてのスイッチが VTP クライアント モードで動作している場合は、VTP ドメイン名を設定しな
いでください。ドメイン名を設定すると、そのドメインの VLAN 設定を変更できません。したがっ
て、必ず 1 つまたは複数のスイッチを VTP サーバとして設定してください。

スイッチを VTP クライアントとして設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行し
ます。

ステップ 4 vtp password password （任意）VTP ドメイン用のパスワードを設定します。パスワードに使用で
きる文字数は、8 ～ 64 文字です。

VTP パスワードを設定しても、ドメイン内の各スイッチに同じパスワー
ドを割り当てなかった場合には、VTP ドメインが正常に動作しません。

ステップ 5 exit VLAN データベースをアップデートし、アップデート情報を管理ドメイ
ン全体に伝播させて、イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 show vtp status 表示された VTP Operating Mode フィールドおよび VTP Domain Name
フィールドを確認します。

コマンド 説明

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 vtp mode client スイッチを VTP クライアント モードに設定します。デフォルトの設定
は、VTP サーバ モードです。
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スイッチを VTP サーバ モードに戻すには、no vtp modeグローバル コンフィギュレーション コマ
ンドを使用します。スイッチをパスワードのない状態に戻すには、no vtp passwordイネーブル EXEC
コマンドを使用します。ドメイン名を設定すると、削除できません。スイッチを別のドメインに再

割り当てすることは可能です。

（注） vlan databaseイネーブル EXEC コマンドを使用して VLAN データベース コンフィギュレーション
モードを開始し、vtp clientコマンドを入力して、VTP クライアントを設定することもできます。こ
れは、「VTP サーバの設定」（p.14-11）に記載されている 2 番めの手順と同様です。no vtp client
VLAN データベース コンフィギュレーション コマンドを使用してスイッチを VTP サーバ モード
に戻すか、no vtp password VLAN データベース コンフィギュレーション コマンドを使用してス
イッチをパスワードのない状態に戻します。ドメイン名を設定すると、削除できません。スイッチ

を別のドメインに再割り当てすることは可能です。

VTP のディセーブル化（VTP トランスペアレント モード）
スイッチを VTP トランスペアレント モードに設定すると、スイッチの VTP はディセーブルになり
ます。VTP がトランスペアレントのスイッチは VTP アップデートを送信せず、他のスイッチから
VTP アップデートを受信しても、それに反応しません。ただし、VTP バージョン 2 が稼働する VTP
トランスペアレントのスイッチは、対応するトランク リンクで、受信した VTP アドバタイズを転
送します。

（注） 拡張範囲 VLAN（VLAN ID が 1006 ～ 4094）を作成するには、vtp mode transparentグローバル コ
ンフィギュレーション コマンドを使用して VTP モードをトランスペアレントに設定する必要があ
ります。この設定をスタートアップ コンフィギュレーションに保存して、スイッチが VTP トラン
スペアレント モードで起動するようにします。保存しないと、スイッチをリセットして VTP サー
バ モード（デフォルト）で起動した場合に、拡張範囲 VLAN の設定が失われます。

VTP トランスペアレント モードを設定してスイッチのスタートアップ コンフィギュレーション
ファイルに VTP 設定を保存するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

ステップ 3 vtp domain domain-name （任意）VTP 管理ドメイン名を入力します。1 ～ 32 文字の名前を使用で
きます。VTP サーバと同じドメイン名にする必要があります。

同一管理下にある VTP サーバ モードまたはクライアント モードで稼働
するスイッチには、すべて同じドメイン名に設定する必要があります。

ステップ 4 vtp password password （任意）VTP ドメイン用のパスワードを入力します。

ステップ 5 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 show vtp status 表示された VTP Operating Mode フィールドおよび VTP Domain Name
フィールドを確認します。

コマンド 説明

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 vtp mode transparent スイッチを VTP トランスペアレント モードに設定します（VTP を
ディセーブルにします）。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。
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スイッチを VTP サーバ モードに戻すには、no vtp modeグローバル コンフィギュレーション コマ
ンドを使用します。

（注） スイッチ スタック上に拡張範囲 VLAN が設定されている場合は、VTP モードをサーバ モードに変
更できません。エラー メッセージが表示され、設定は許可されません。

（注） vlan databaseイネーブル EXEC コマンドを使用して VLAN データベース コンフィギュレーション
モードを開始し、vtp transparent コマンドを入力しても、VTP トランスペアレント モードの設定
ができます。これは、「VTP サーバの設定」（p.14-11）に記載されている 2 番めの手順と同様です。
スイッチを VTP サーバ モードに戻すには、no vtp transparent VLAN データベース コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。スイッチ上に拡張範囲 VLAN が設定されている場合は、VTP
モードはサーバ モードに変更できません。エラー メッセージが表示され、設定は許可されません。

VTP バージョン 2 のイネーブル化
VTP バージョン 2 対応スイッチでは、VTP バージョン 2 はディセーブルがデフォルトの設定です。
あるスイッチで VTP バージョン 2 をイネーブルにすると、VTP ドメイン内のすべての VTP バー
ジョン 2 対応スイッチで、バージョン 2 がイネーブルになります。バージョンを設定できるのは、
VTP サーバ モードまたはトランスペアレント モードにあるスイッチだけです。

注意 同一 VTP ドメイン内のスイッチで、VTP バージョン 1 および VTP バージョン 2 間のインターオペ
ラビリティはありません。VTP ドメイン内のすべてのスイッチで同じ VTP バージョンを使用する
必要があります。VTP ドメイン内のすべてのスイッチが VTP バージョン 2 をサポートしている場
合以外、VTP バージョン 2 をイネーブルにしないでください。

（注） TrCRF および TrBRF トークン リング環境では、トークン リング VLAN スイッチング機能を正しく
動作させるために、VTP バージョン 2 をイネーブルにする必要があります。トークン リングおよ
びトークン リング Net メディアの場合は、VTP バージョン 2 をディセーブルにする必要がありま
す。

VTP バージョン設定時の注意事項については、「VTP バージョン」（p.14-10）を参照してください。

ステップ 4 show vtp status 表示された VTP Operating Modeフィールドおよび VTP Domain Name
フィールドを確認します。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）スタートアップ コンフィギュレーション ファイルに設定を
保存します。

（注） スイッチの実行コンフィギュレーションには VTP モードお
よびドメイン名だけが保存され、これらをスタートアップ
コンフィギュレーション ファイルにコピーできます。

コマンド 説明
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VTP バージョン 2 をイネーブルにするには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

VTP バージョン 2 をディセーブルにするには、no vtp versionグローバル コンフィギュレーション
コマンドを使用します。

（注） vlan databaseイネーブル EXEC コマンドを使用して VLAN データベース コンフィギュレーション
モードを開始し、vtp v2-mode VLAN データベース コンフィギュレーション コマンドを入力して
も、VTP バージョン 2 をイネーブルにできます。VTP バージョン 2 をディセーブルにするには、no
vtp v2-mode VLAN データベース コンフィギュレーション コマンドを使用します。

VTP プルーニングのイネーブル化
プルーニングは、トラフィックが宛先デバイスにアクセスするために使用しなければならないトラ

ンク リンクへのフラッディング トラフィックを制限することによって、利用できる帯域を増やし
ます。スイッチが VTP サーバ モードの場合のみ VTP プルーニングをイネーブルにできます。

VTP ドメインの VTP プルーニングをイネーブルにするには、イネーブル EXEC モードで次の手順
を実行します。

VTP プルーニングをディセーブルにするには、no vtp pruningグローバル コンフィギュレーション
コマンドを使用します。

（注） vlan databaseイネーブル EXEC コマンドを使用して VLAN データベース コンフィギュレーション
モードを開始し、vtp pruning VLAN データベース コンフィギュレーション コマンドを入力しても、
VTP プルーニングをイネーブルにできます。VTP プルーニングをディセーブルにするには、no vtp
pruning VLAN データベース コンフィギュレーション コマンドを使用します。vtp pruningイネー
ブル EXEC コマンドを使用しても VTP バージョン 2 をイネーブルにできます。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 vtp version 2 スイッチで VTP バージョン 2 をイネーブルにします。

VTP バージョン 2 対応スイッチでは、VTP バージョン 2 はディセー
ブルがデフォルトの設定です。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show vtp status  表示されている VTP V2 Modeフィールドで、VTP バージョン 2 がイ
ネーブルになっていることを確認します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 vtp pruning VTP 管理ドメインでプルーニングをイネーブルにします。

デフォルトでは、プルーニングはディセーブルに設定されています。

プルーニングをイネーブルにする必要があるのは、VTP サーバ モー
ドのスイッチ 1 台だけです。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show vtp status 表示された VTP Pruning Modeフィールドの設定を確認します。
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プルーニングは、VTP バージョン 1 およびバージョン 2 でサポートされます。VTP サーバでプルー
ニングをイネーブルにすると、プルーニングは VTP ドメイン全体でイネーブルになります。

プルーニング適格リストに登録された VLAN だけが、プルーニングの対象です。デフォルトでは、
トランク ポート VLAN 2 ～ 1001 がプルーニング適格です。予約 VLAN と拡張範囲 VLAN はプルー
ニングできません。プルーニング適格の VLAN を変更する場合は、「プルーニング適格リストの変
更」（p.13-26）を参照してください。

VTP ドメインへの VTP クライアント スイッチの追加
VTP ドメインに VTP クライアントを追加する前に、その VTP コンフィギュレーション リビジョン
番号が、VTP ドメイン内の他のスイッチのコンフィギュレーション リビジョン番号よりも小さい
ことを必ず確認してください。VTP ドメインのスイッチは、常に VTP コンフィギュレーション リ
ビジョン番号が最大のスイッチの VLAN 設定を使用します。リビジョン番号が VTP ドメインのリ
ビジョン番号より大きなスイッチを追加する場合は、VTP サーバおよび VTP ドメインからの VLAN
情報をすべて消去することがあります。

VTP ドメインに追加する前に、スイッチの VTP コンフィギュレーション リビジョン番号を確認し
てリセットします。これには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

vlan databaseイネーブル EXEC コマンドを使用して VLAN データベース コンフィギュレーション
モードを開始し、vtp domain domain-nameコマンドを入力しても、VTP ドメイン名を変更できます。
このモードでは、exitコマンドを入力して VLAN 情報をアップデートし、イネーブル EXEC モード
に戻る必要があります。

コマンド 説明

ステップ 1 show vtp status VTP コンフィギュレーション リビジョン番号を確認します。

番号が 0 の場合は、VTP ドメインにスイッチを追加します。

番号が 0 より大きい場合は、次の手順を実行します。

a. ドメイン名をメモします。

b. コンフィギュレーション リビジョン番号をメモします。

c. 次のステップに進んで、スイッチのコンフィギュレーション リ
ビジョン番号をリセットします。

ステップ 2 configure terminal 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。

ステップ 3 vtp domain domain-name ドメイン名を、ステップ 1 に表示されている元のものから新しい名
前に変更します。

ステップ 4 end スイッチの VLAN 情報はアップデートされ、コンフィギュレーショ
ン リビジョン番号は 0 にリセットされます。イネーブル EXEC モー
ドに戻ります。

ステップ 5 show vtp status コンフィギュレーション リビジョン番号が 0 にリセットされている
ことを確認します。

ステップ 6 configure terminal 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。

ステップ 7 vtp domain domain-name スイッチの元のドメイン名を入力します。

ステップ 8 end スイッチの VLAN 情報はアップデートされ、イネーブル EXEC モー
ドに戻ります。

ステップ 9 show vtp status （任意）ドメイン名がステップ 1 のものと同じで、コンフィギュレー
ション リビジョン番号が 0 であることを確認します。
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コンフィギュレーション リビジョン番号をリセットしたら、VTP ドメインにスイッチを追加しま
す。

（注） vtp mode transparent グローバル コンフィギュレーション コマンドまたは vtp transparent VLAN
データベース コンフィギュレーション コマンドを使用してスイッチ上の VTP をディセーブルにす
ると、VTP ドメイン内の他のスイッチに影響を与えずに VLAN 情報を変更できます。

VTP のモニタ
VTP 設定情報として、ドメイン名、現在の VTP リビジョン、および VLAN 数を表示できます。ス
イッチで送受信されたアドバタイズに関する統計情報を表示することもできます。

表 14-3に、VTP アクティビティ モニタ用のイネーブル EXEC コマンドを示します。

表 14-3 VTP 表示コマンド

コマンド 説明

show vtp status VTP スイッチの設定情報を表示します。

show vtp counters 送受信された VTP メッセージに関するカウンタを表示します。
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15

音声 VLAN の設定

この章では、Catalyst 3750スイッチに音声 VLAN（仮想 LAN）機能を設定する方法について説明し
ます。特に明記しないかぎり、スイッチという用語はスタンドアロン スイッチおよびスイッチ ス
タックを意味します。音声 VLAN は、Catalyst 6500 ファミリー スイッチのマニュアルでは、補助
VLANと呼ばれています。

（注） この章で使用されるコマンドの構文および使用方法の詳細については、このリリースのコマンド リ
ファレンスを参照してください。

この章で説明する内容は、次のとおりです。

• 音声 VLAN の概要（p.15-2）

• 音声 VLAN の設定（p.15-4）

• 音声 VLAN の表示（p.15-8）
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音声 VLAN の概要
音声 VLAN 機能によって、アクセス ポートは、IP Phone からの IP音声トラフィックを送信できる
ようになります。スイッチが Cisco 7960 IP Phone に接続されている場合、IP Phone はレイヤ 3 IP 
precedence とレイヤ 2 Class of Service（CoS; サービス クラス）値（どちらもデフォルトでは 5 に設
定される）を付けて音声トラフィックを送信します。データが不均一に送信されると IP Phone 通話
の音質は劣化する可能性があるので、スイッチは IEEE 802.1p CoS に基づく Quality of Service（QoS;
サービス品質）をサポートしています。QoS は、分類とスケジューリングを使用して、スイッチか
らのネットワーク トラフィックを予測可能な方法で送信します。QoS の詳細については、第 33 章
「QoS の設定」を参照してください。

Cisco 7960 IP Phone は設定変更可能なデバイスで、IEEE 802.1p プライオリティでトラフィックを転
送するように設定できます。Cisco IP Phone によって割り当てられたトラフィック プライオリティ
を信頼または無効にするようにスイッチを設定できます。

Cisco IP Phone は、統合型 3 ポート 10/100 スイッチを装備しています（図 15-1を参照）。ポートは
次のデバイスとの専用接続を提供します。

• ポート 1 は、スイッチまたはその他の Voice over IP（VoIP）デバイスに接続します。

• ポート 2 は、IP Phone トラフィックを搬送する内蔵 10/100 インターフェイスです。

• ポート 3（アクセス ポート）は PC またはその他のデバイスに接続します。

図 15-1に、Cisco 7960 IP Phone の接続方法の 1 つを示します。

図 15-1 スイッチに接続した Cisco 7960 IP Phone
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Cisco IP Phone の音声トラフィック
Cisco IP Phone が接続されたアクセス ポートは、接続デバイスから電話機への音声トラフィック用
に 1 つの VLAN を使用し、データ トラフィック用に別の VLAN を使用するように設定できます。
スイッチ上のアクセス ポートは、Cisco Discovery Protocol（CDP）パケットを送信するように設定
できます。CDP パケットは、接続された IP Phone に、次のいずれかの方法で音声トラフィックをス
イッチへ送信するように指示します。

• レイヤ 2 CoS プライオリティ値のタグ付きフレームを音声 VLAN 内に送信

• レイヤ 2 CoS プライオリティ値のタグ付きフレームをアクセス VLAN 内に送信

• タグなし（レイヤ 2 CoS プライオリティ値なし）フレームをアクセス VLAN 内に送信

（注） どの構成でも音声トラフィックはレイヤ 3 IP precedence 値（デフォルトは、音声トラフィックの場
合が 5、音声制御トラフィックの場合が 3）を持ちます。

Cisco IP Phone のデータ トラフィック
スイッチは、Cisco IP Phone のアクセス ポートに接続されたデバイスからのタグ付きデータ トラ
フィック（IEEE 802.1Q または IEEE 802.1p フレーム タイプのトラフィック）を処理することもで
きます（図 15-1を参照）。スイッチ上のレイヤ 2 アクセス ポートは、CDP パケットを送信するよう
に設定できます。この CDP パケットは、接続された IP Phone に次のモードのいずれかで IP Phone
アクセス ポートを設定するように指示します。

• 信頼モードでは、Cisco IP Phone のアクセス ポートを通じて受信したすべてのトラフィックは、
変更されずに IP Phone を通過します。

• 信頼できないモードでは、Cisco IP Phone のアクセス ポートを通じて受信した IEEE 802.1Q ま
たは IEEE 802.1p フレームのすべてのトラフィックが、設定済みのレイヤ 2 CoS 値を受け取り
ます。デフォルトのレイヤ 2 CoS 値は 0 です。デフォルトのモードは、信頼できないモードです。

（注） Cisco IP Phone に接続されたデバイスからのタグなしトラフィックは、IP Phone のアクセス ポート
の信頼状態に関係なく、変更されずに IP Phone を通過します。
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音声 VLAN の設定
ここでは、次の設定について説明します。

• 音声 VLAN のデフォルト設定（p.15-4）

• 音声 VLAN 設定時の注意事項（p.15-4）

• Cisco 7960 IP Phone に接続するポートの設定（p.15-5）

音声 VLAN のデフォルト設定
音声 VLAN 機能はデフォルトではディセーブルに設定されています。

音声 VLAN 機能をイネーブルにすると、すべてのタグなしトラフィックは、ポートのデフォルトの
CoS プライオリティに従って送信されます。

CoS 値は、IEEE 802.1p または IEEE 802.1Q タグ付きトラフィックでは信頼されていません。

音声 VLAN 設定時の注意事項
音声 VLAN 設定時の注意事項は次のとおりです。

• 音声 VLAN はスイッチのアクセス ポートに設定する必要があります。音声 VLAN はトランク
ポートではサポートされていません。音声 VLAN はレイヤ 2 ポートにのみ設定できます。

（注） 音声 VLAN がサポートされるのは、アクセス ポートのみです。設定で許可されている
場合でも、トランク ポートではサポートされません。

• IP Phone が音声 VLAN 上で正常に通信するには、音声 VLAN がスイッチ上に存在し、アクティ
ブである必要があります。VLAN が存在するかどうか確認するには（出力に表示される）、show
vlanイネーブル EXEC コマンドを使用します。VLAN が表示されない場合は、VLAN 作成の詳
細について、第 13 章「VLAN の設定」を参照してください。

• プライベート VLAN ポートで音声 VLAN を設定しないでください。

• Power over Ethernet（PoE）スイッチは、シスコの先行標準および IEEE 802.3af 準拠の電源装置
が AC 電源から電力を供給されていない場合に、自動的に電力を供給できます。PoE インター
フェイスの詳細については、「PoE ポート上での電力管理モードの設定」（p.11-23）を参照して
ください。

• 音声 VLAN をイネーブルにする前に、mls qosグローバル コンフィギュレーション コマンドを
入力してスイッチで QoS をイネーブルにし、mls qos trust cosインターフェイス コンフィギュ
レーション コマンドを入力してポートの信頼状態を trust に設定することを推奨します。自動
QoS 機能を使用すると、これらの設定値が自動的に設定されます。詳細については、第 33 章
「QoS の設定」を参照してください。

• IP Phone へコンフィギュレーションを送信するために、Cisco IP Phone に接続するスイッチ ポー
トの CDP をイネーブルにする必要があります（デフォルトでは、CDP はすべてのスイッチ イ
ンターフェイスでグローバルにイネーブルになっています）。

• 音声 VLAN を設定すると、PortFast 機能は自動的にイネーブルに設定されます。音声 VLAN 機
能をディセーブルにしても、自動的にディセーブルになりません。

• Cisco IP Phone と Cisco IP Phone に接続されたデバイスが同じ VLAN に属する場合は、同じ IP
サブネットに属する必要があります。次の状態は、それらが同じ VLAN に属していることを示
しています。

－ 両方が、IEEE 802.1p またはタグなしフレームを使用している。
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－ Cisco IP Phone が IEEE 802.1p フレームを使用し、デバイスがタグなしフレームを使用して
いる。

－ Cisco IP Phone がタグなしフレームを使用し、デバイスが IEEE 802.1p フレームを使用して
いる。

－ Cisco IP Phone が IEEE 802.1Q フレームを使用し、音声 VLAN がアクセス VLAN と同一で
ある。

• Cisco IP Phone と電話機に接続されたデバイスが、同じ VLAN とサブネットに属していても、異
なるフレーム タイプを使用する場合、同じサブネット内のトラフィックはルーティングされな
いため（ルーティングによってフレーム タイプの違いは排除されてしまう）、それらは通信で
きません。

• 音声 VLAN では、スタティック セキュア MAC アドレスを設定できません。

• 音声 VLAN ポートは、次のポート タイプにすることもできます。

－ ダイナミック アクセス ポート。詳細については、「VMPS クライアントのダイナミック ア
クセス ポートの設定」（p.13-35）を参照してください。

－ IEEE 802.1x 認証ポート。詳細については、「IEEE 802.1x 認証の設定」（p.10-19）を参照し
てください。

（注） 音声 VLAN が設定されていて Cisco IP Phone が接続されているアクセス ポートで 
IEEE 802.1x をイネーブルにする場合、IP Phone とスイッチとの接続が最大 30 秒切
断されます。

－ 保護ポート。詳細については、「保護ポートの設定」（p.25-7）を参照してください。

－ SPAN または RSPAN セッションの送信元または宛先ポート。

－ セキュア ポート。詳細については、「ポート セキュリティの設定」（p.25-10）を参照して
ください。

（注） インターフェイス上でポート セキュリティをイネーブルにし、さらに音声 VLAN 
を設定する場合は、ポートで許可されるセキュア アドレスの最大数を、アクセス 
VLAN で許可されているセキュア アドレスの最大数に 2 を加えた値に設定する必
要があります。ポートが Cisco IP Phone に接続されている場合は、IP Phone に MAC 
アドレスが最大で 2 つ必要です。IP Phone アドレスは音声 VLAN 上で学習されま
すが、アクセス VLAN 上で学習される場合もあります。PC を IP Phone に接続する
には、さらに MAC アドレスが必要になります。

Cisco 7960 IP Phone に接続するポートの設定
Cisco 7960 IP Phone は、PC またはその他のデバイスへの接続もサポートするので、Cisco IP Phone
にスイッチを接続するポートは、混合されたトラフィックを送信できます。ポートが、Cisco IP Phone
による音声トラフィックとデータ トラフィックの送信方法を決定するように設定できます。

ここでは、次の設定について説明します。

• Cisco IP Phone の音声トラフィックの設定（p.15-6）

• 着信データ フレームのプライオリティの設定（p.15-7） 
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Cisco IP Phone の音声トラフィックの設定

Cisco IP Phone に接続するポートは、CDP パケットを送信するように設定できます。この CDP パ
ケットは、電話機に、音声トラフィックを送信する方法を設定するように指示します。電話機は、

レイヤ 2 CoS 値を持ち、特定の音声 VLAN に対応する IEEE 802.1Q フレームで音声トラフィックを
送信できます。IEEE 802.1p プライオリティ タギングを使用して、音声トラフィックにより高いプ
ライオリティを付け、ネイティブ（アクセス）VLAN 経由ですべての音声トラフィックを転送でき
ます。また、Cisco IP Phone はタグなし音声トラフィックを送信することもできれば、自分の設定
を使用してアクセス VLAN 内で音声トラフィックを送信することもできます。どの構成でも、音声
トラフィックはレイヤ 3 IP precedence 値（デフォルトは 5）を持ちます。

ポートに音声トラフィックを設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id IP Phone に接続されたインターフェイスを指定し、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。

ステップ 3 mls qos trust cos パケット CoS 値を使用して着信トラフィックのパケットを分類
するようにインターフェイスを設定します。タグなしパケットの

場合は、ポートのデフォルトの CoS 値が使用されます。

（注） ポートの信頼状態を設定する前に、最初に、mls qos グ
ローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、
グローバルに QoS をイネーブルにする必要があります。

ステップ 4 switchport voice vlan {vlan-id | dot1p | 
none | untagged}

Cisco IP Phone が音声トラフィックを送信する方法を設定しま
す。

• vlan-id ― 指定された VLAN 経由ですべての音声トラフィッ
クを転送するように、IP Phone を設定します。デフォルトで
は、Cisco IP Phone は、IEEE 802.1Q プライオリティ値 5 で音
声トラフィックを転送します。有効な VLAN ID は 1 ～ 4094
です。

• dot1p ― 音声トラフィック用に IEEE 802.1p プライオリティ
タギングを使用し、デフォルトのネイティブ VLAN（VLAN
0）を使用してすべてのトラフィックを搬送するように、IP
Phone を設定します。デフォルトでは、Cisco IP Phone は、
IEEE 802.1p プライオリティ値 5 で音声トラフィックを転送
します。

• none ― IP Phone は、自分の設定を使用してタグなし音声ト
ラフィックを送信できます。

• untagged ― タグなし音声トラフィックを送信するように電
話機を設定します。

ステップ 5 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 show interfaces interface-id switchport
または

show running-config interface interface-id

音声 VLAN 設定を確認します。

QoS と音声 VLAN の設定を確認します。

ステップ 7 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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次に、CoS 値を使用して着信トラフィックを分類し、音声トラフィック用に IEEE 802.1p プライオ
リティ タギングを使用し、デフォルトのネイティブ VLAN（VLAN 0）を使用してすべてのトラ
フィックを送信するように、Cisco IP Phone に接続されたポートを設定する方法を示します。

Switch# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1 
Switch(config-if)# mls qos trust cos 
Switch(config-if)# switchport voice vlan dot1p
Switch(config-if)# end 

ポートをデフォルト設定に戻すには、no switchport voice vlanインターフェイス コンフィギュレー
ション コマンドを使用します。

着信データ フレームのプライオリティの設定

PC またはその他のデータ処理デバイスを Cisco IP Phone のポートに接続できます。タグ付きデータ
トラフィック（IEEE 802.1Q または IEEE 802.1p フレーム）を処理するため、CDP パケットを送信
するようにスイッチを設定できます。この CDP パケットは、IP Phone に、Cisco IP Phone のアクセ
ス ポートに接続デバイスからのデータ パケットを送信する方法を指示します。PC は、割り当てら
れた CoS 値を持つパケットを生成できます。接続デバイスから IP Phone に到達したフレームのプラ
イオリティを変更しない（信頼する）、または無効化する（信頼しない）ように、Cisco IP Phone を
設定できます。

Cisco IP Phone で、非音声ポートから受信したデータ トラフィックのプライオリティを設定するに
は、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

次に、PC または接続デバイスから受信したフレームのプライオリティを変更しないように、Cisco
IP Phone に接続されたポートを設定する例を示します。

Switch# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1 
Switch(config-if)# switchport priority extend trust
Switch(config-if)# end 

ポートをデフォルト設定に戻すには、no switchport priority extendインターフェイス コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id Cisco IP Phone に接続されたインターフェイスを指定し、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。

ステップ 3 switchport priority extend {cos value | 
trust}

Cisco IP Phone アクセス ポートから受信したデータ トラフィックの
プライオリティを設定します。

• cos value ― 指定の CoS 値を持つ PC または接続デバイスから受
信したプライオリティを無効化するように、IP Phone を設定し
ます。CoS 値は 0 ～ 7 の数字です。7 が最高のプライオリティ
になります。デフォルトのプライオリティは、cos 0 です。

• trust ― PC または接続デバイスから受信したプライオリティを
信頼するよう IP Phone アクセス ポートを設定します。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show interfaces interface-id switchport 設定を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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音声 VLAN の表示
インターフェイスの音声 VLAN 設定を表示するには、show interfaces interface-id switchportイネー
ブル EXEC コマンドを使用します。
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16

プライベート VLAN の設定

この章では、Catalyst 3750スイッチにプライベート VLAN（仮想 LAN）を設定する方法について説
明します。特に明記しないかぎり、スイッチという用語はスタンドアロン スイッチおよびスイッチ
スタックを意味します。

（注） この章で使用されるコマンドの構文および使用方法の詳細については、このリリースのコマンド リ
ファレンスを参照してください。

この章で説明する内容は、次のとおりです。

• プライベート VLAN の概要（p.16-2）

• プライベート VLAN の設定（p.16-7）

• プライベート VLAN のモニタ（p.16-16）

（注） プライベート VLAN を設定する場合、スイッチは VTP トランスペアレント モードである必要があ
ります。第 14 章「VTP の設定」を参照してください。
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プライベート VLAN の概要
プライベート VLAN 機能は、VLAN を使用中にサービス プロバイダーが直面する次の 2 つの問題
に対処します。

• スケーラビリティ：スイッチは最大 1005 個のアクティブ VLAN をサポートします。サービス
プロバイダーがお客様ごとに 1 つの VLAN を割り当てる場合、この数字ではサービス プロバ
イダーがサポートできるお客様の数を制限することになります。

• IP ルーティングをイネーブルにするには、各 VLAN をサブネット アドレス スペース、または
アドレス ブロックに割り当てます。これにより、未使用の IP アドレスを消費し、IP アドレス
管理問題が発生します。

プライベート VLAN を使用することによって、スケーラビリティの問題を対処します。また、サー
ビス プロバイダーに対して IP アドレス管理の利点を提供し、お客様に対するレイヤ 2 のセキュリ
ティを確実にします。プライベート VLAN は、通常の VLAN ドメインをサブドメインに分割しま
す。サブドメインは、次の VLAN ペアにより表示されます。primary VLAN および secondary VLAN
です。プライベート VLAN には複数の VLAN ペアがあり、ペア 1 つあたり 1 つのサブドメインを
構成します。プライベート VLAN 内の VLAN ペアすべては、同じプライマリ VLAN を共有します。
セカンダリ VLAN ID は、サブドメインを相互に区別します。図 16-1を参照してください。

図 16-1 プライベート VLAN ドメイン

セカンダリ VLAN には次があります。

• 隔離 VLAN ― 隔離 VLAN 内のポートは、レイヤ 2 レベルでは相互に通信できません。

• コミュニティ VLAN ― コミュニティ VLAN 内のポートは相互に通信できますが、レイヤ 2 レ
ベルでの他のコミュニティのポートとは通信できません。

プライベート VLAN は、同じプライベート VLAN 内の各ポートをレイヤ 2 レベルで分離します。プ
ライベート VLAN は、次のアクセス ポート タイプのいずれかです。
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• 混合 ― 混合ポートはプライマリ VLAN に属し、コミュニティおよび隔離ホスト ポート（プラ
イマリ VLAN に対応付けられるセカンダリ VLAN に所属）を含めた、すべてのインターフェ
イスと通信できます。

• 隔離 ― 隔離ポートは、隔離セカンダリ VLAN に所属するホスト ポートです。混合ポート以外
の、同じプライベート VLAN 内の他のポートからレイヤ 2 を完全に分離します。プライベート
VLAN は、隔離ポートに対して、混合ポートからのトラフィック以外のトラフィックすべてを
ブロックします。隔離ポートから受信したトラフィックは、混合ポートへのみ転送されます。

• コミュニティ ― コミュニティ ポートは、コミュニティ セカンダリ VLAN に所属するホスト
ポートです。コミュニティ ポートは同じコミュニティ VLAN 内の他のポート、および混合ポー
トと通信します。このインターフェイスはレイヤ 2 で、他のコミュニティの他のインターフェ
イスすべてから、またプライベート VLAN 内の隔離ポートから分離されます。

（注） トランク ポートは、正規の VLAN、またプライマリ、隔離、コミュニティ VLAN からトラフィッ
クを搬送します。

プライマリおよびセカンダリ VLAN には次の特性があります。

• プライマリ VLAN ― プライベート VLAN には、プライマリ VLAN が 1 つのみ存在します。プ
ライベート VLAN 内の各ポートは、プライマリ VLAN のメンバーです。プライマリ VLAN は、
単一方向トラフィック ダウンストリームを混合ポートから（隔離およびコミュニティ）ホスト
ポート、および他の混合ポートに搬送します。

• 隔離 VLAN ― プライベート VLAN には隔離 VLAN が 1 つのみ存在します。隔離 VLAN は、単
一方向トラフィック アップストリームをホストから混合ポートおよびゲートウェイに向けて
搬送するセカンダリ VLAN です。

• コミュニティ VLAN ― コミュニティ VLAN は、アップストリーム トラフィックをコミュニ
ティ ポートから混合ポート ゲートウェイ、および同じコミュニティ内の他のホスト ポートに
搬送するセカンダリ VLAN です。複数のコミュニティ VLAN をプライベート VLAN に設定で
きます。

混合ポートでは、プライマリ VLAN を 1 つのみ、隔離 VLAN を 1 つ、コミュニティ VLAN を複数
処理できます。レイヤ 3 ゲートウェイは通常、混合ポートを介してスイッチに接続されます。混合
ポートを使用すると、プライベート VLAN へのアクセス ポイントとして幅広いデバイスを接続で
きます。たとえば、管理ワークステーションからすべてのプライベート VLAN サーバをモニタ、ま
たはバックアップするには、混合ポートを使用できます。

スイッチングされた環境では、個々のプライベート VLAN および対応する IP サブネットが、エン
ド ステーションの個々の、または共通するグループにそれぞれ割り当てられます。プライベート
VLAN 外で通信するには、エンド ステーションはデフォルト ゲートウェイとのみ通信する必要が
あります。

次の方法で、プライベート VLAN を使用してエンド ステーションへのアクセスを制御できます。

• レイヤ 2 で通信を行わないようにするには、エンド ステーションに接続されたインターフェイ
スを隔離ポートとして設定します。たとえば、エンド ステーションがサーバの場合、この設定
ではサーバの間のレイヤ 2 通信を実施しません。

• エンド ステーションすべてがデフォルト ゲートウェイにアクセスできるようにするには、デ
フォルト ゲートウェイと選択したエンド ステーション（バックアップ サーバなど）に接続さ
れたインターフェイスを混合ポートとして設定します。

プライマリ、隔離、コミュニティ VLAN を、プライベート VLAN をサポートする他のデバイスに
トランキングすることで、複数のデバイス上にプライベート VLAN を拡張できます。プライベート
VLAN 設定のセキュリティを維持し、プライベート VLAN として設定された VLAN の他の目的に
よる使用を避けるには、すべての中間デバイス（プライベート VLAN ポートのないデバイスを含
む）上でプライベート VLAN を設定します。
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プライベート VLAN を使用した IP アドレス指定方式
個別の VLAN を各カスタマーに割り当てると、効率の悪い IP アドレス指定方式となります。

• アドレス ブロックをカスタマー VLAN に割り当てると、未使用の IP アドレスを作成できます。

• VLAN 内のデバイス数が増えた場合、割り当てられたアドレス数がこのデバイス数に対応する
だけの十分な大きさでない可能性があります。

プライベート VLAN のメンバーすべてが共通のアドレス スペースを共有しているプライベート
VLAN を使用することで、この問題を軽減できます。アドレス スペースはプライマリ VLAN に割
り当てられています。ホストはセカンダリ VLAN に接続されます。Dynamic Host Configuration
Protocol（DHCP）サーバは、プライマリ VLAN に割り当てられたアドレス ブロックから IP アドレ
スを割り当てます。後続の IP アドレスは、異なるセカンダリ VLAN のカスタマー デバイスに割り
当てられますが、同じプライマリ VLAN 内です。新しいデバイスを追加する場合、DHCP サーバは
サブネット アドレスの大きなプールから次に利用できるアドレスにデバイスを割り当てます。

複数のスイッチにまたがるプライベート VLAN
正規 VLAN の場合と同様に、プライベート VLAN は複数のスイッチにまたがることができます。ト
ランク ポートはプライマリ VLAN およびセカンダリ VLAN を近接スイッチに搬送します。トラン
ク ポートはプライベート VLAN を他の VLAN として処理します。複数のスイッチにまたがるプラ
イベート VLAN の機能は、スイッチ A の隔離ポートからのトラフィックがスイッチ B の隔離ポー
トに到達させないことです。詳細については、図 16-2を参照してください。

図 16-2 スイッチ上のプライベート VLAN
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VLAN Trunk Protocol（VTP;VLAN トランク プロトコル）がプライベート VLAN をサポートしない
ので、レイヤ 2 ネットワーク内のすべてのスイッチ上でプライベート VLAN を手動で設定する必要
があります。ネットワーク内の一部のスイッチのプライマリおよびセカンダリ VLAN の関連性を設
定しない場合、これらのスイッチのレイヤ 2 データベースは統合されません。これにより、スイッ
チで不要なプライベート VLAN のフラッディングが発生します。

（注） スイッチ上でプライベート VLAN を設定する場合、必ずデフォルトの Switch Database Management
（SDM）テンプレートを使用して、ユニキャスト ルートとレイヤ 2 エントリ間のシステム リソース
を均衡化します。別の SDM テンプレートを設定する場合、sdm prefer defaultグローバル コンフィ
ギュレーション コマンドを使用してデフォルトのテンプレートを設定します。第 8 章「SDM テン
プレートの設定」を参照してください。

プライベート VLAN と他の機能との相互作用
プライベート VLAN は他の機能と特別に連動します。それについての説明は、次のとおりです。

• プライベート VLAN、およびユニキャスト、ブロードキャスト、マルチキャスト トラフィック
（p.16-5）

• プライベート VLAN および SVI（p.16-6）

• プライベート VLAN およびスイッチ スタック（p.16-6）

「プライベート VLAN 設定時の注意事項」の下にある「セカンダリおよびプライマリ VLAN の設定」
（p.16-8）も参照してください。

プライベート VLAN、およびユニキャスト、ブロードキャスト、マルチキャスト トラフィック

正規 VLAN では、同じ VLAN のデバイスはレイヤ 2 レベルで相互に通信できますが、別の VLAN
のインターフェイスに接続されたデバイスはレイヤ 3 レベルで通信する必要があります。プライ
ベート VLAN では、混合ポートはプライマリ VLAN のメンバーです。ホスト ポートはセカンダリ
VLAN に所属します。セカンダリ VLAN はプライマリ VLAN に対応付けられているので、VLAN
のメンバーはレイヤ 2 レベルで相互に通信できます。

正規 VLAN では、ブロードキャストはその VLAN 内のすべてのポートに転送されます。プライベー
ト VLAN ブロードキャストの転送は、ブロードキャストを送信するポートによって異なります。

• 隔離ポートはブロードキャストを混合ポートまたはトランク ポートへのみ送信します。

• コミュニティ ポートは、ブロードキャストをすべての混合ポート、トランク ポート、同じコ
ミュニティ VLAN 内のポートに送信します。

• 混合ポートは、ブロードキャストをプライベート VLAN 内のすべてのポート（他の混合ポー
ト、トランク ポート、隔離ポート、コミュニティ ポート）に送信します。

マルチキャスト トラフィックは、プライベート VLAN 境界を超えて、および単一のコミュニティ
VLAN 内でルーティングまたはブリッジングされます。マルチキャスト トラフィックは、同じ隔離
VLAN 内のポート、または別のセカンダリ VLAN 内のポート間では転送されません。
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プライベート VLAN および SVI

レイヤ 3 スイッチでは、Switch Virtual Intertface（SVI; スイッチ仮想インターフェイス）が VLAN の
レイヤ 3 インターフェイスを表します。レイヤ 3 デバイスは、セカンダリ VLAN ではなく、プライ
マリ VLAN を介してのみプライベート VLAN と通信します。レイヤ 3 の VLAN インターフェイス
（SVI）をプライマリ VLAN にのみ設定します。セカンダリ VLAN には、レイヤ 3 VLAN インター
フェイスを設定できません。VLAN がセカンダリ VLAN として設定されている場合、セカンダリ
VLAN の SVI は非アクティブです。

• アクティブな SVI を持つ VLAN をセカンダリ VLAN として設定しようとしても、SVI をディ
セーブルにするまで設定は許可されません。

• セカンダリ VLAN として設定された VLAN 上で SVI を作成しようとし、セカンダリ VLAN が
すでにレイヤ 3 でマッピングされている場合、SVI は作成されず、エラーが返されます。SVI
がレイヤ 3 でマッピングされていない場合、SVI は作成されますが自動的にシャットダウンさ
れます。

プライマリ VLAN がセカンダリ VLAN に対応付けられ、マッピングされている場合、プライマリ
VLAN の設定はセカンダリ VLAN SVI に伝播されます。たとえば、IP サブネットをプライマリ
VLAN SVI に割り当てる場合、このサブネットはプライベート VLAN 全体の IP サブネット アドレ
スになります。

プライベート VLAN およびスイッチ スタック

プライベート VLAN はスイッチ スタック内で動作することができ、プライベート VLAN ポートは
さまざまなスタック メンバーに常駐できます。ただし、スイッチ スタックを変更するとプライベー
ト VLAN 動作に影響を与えます。

• スタックにプライベート VLAN 混合ポートのみが含まれ、このポートを含めたスタック メン
バーがスタックから削除された場合、プライベート VLAN のホスト ポートとプライベート
VLAN 外との接続が不能になります。

• スタック内にプライベート VLAN 混合ポートが 1 つのみあるスタック マスターに障害が発生
した、またはスタックを残し、新しいスタック マスターが選択された場合、古いスタック マ
スターに混合ポートがあるプライベート VLAN のホスト ポートとプライベート VLAN 外との
接続が不能になります。

• 2 つのスタックが統合した場合、権利を獲得したスタックのプライベート VLAN は影響を受け
ませんが、スイッチを再起動したときに、権利を獲得しなかったスイッチのプライベート

VLAN 設定が失われます。

スイッチ スタックの詳細については、第 5 章「スイッチ スタックの管理」を参照してください。



第 16章      プライベート VLAN の設定
プライベート VLAN の設定

16-7
Catalyst 3750 スイッチ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

78-16180-06-J

プライベート VLAN の設定
ここでは、次の設定について説明します。

• プライベート VLAN 設定作業（p.16-7）

• プライベート VLAN のデフォルト設定（p.16-7）

• プライベート VLAN 設定時の注意事項（p.16-8）

• プライベート VLAN 内の VLAN の設定および対応付け（p.16-11）

• プライベート VLAN ホスト ポートとしてのレイヤ 2 インターフェイスの設定（p.16-12）

• プライベート VLAN 混合ポートとしてのレイヤ 2 インターフェイスの設定（p.16-13）

• プライマリ VLAN レイヤ 3 VLAN インターフェイスへのセカンダリ VLAN のマッピング
（p.16-14）

プライベート VLAN 設定作業
プライベート VLAN を設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 VTP モードをトランスペアレントに設定します。

ステップ 2 プライマリおよびセカンダリ VLAN を作成し対応付けます。「プライベート VLAN 内の VLAN の設
定および対応付け」（p.16-11）を参照してください。

（注） VLAN がまだ作成されていない場合、プライベート VLAN 設定プロセスで作成します。

ステップ 3 分離インターフェイスまたはコミュニティ ホスト ポートを設定し、VLAN メンバーシップをホス
ト ポートに割り当てます。「プライベート VLAN ホスト ポートとしてのレイヤ 2 インターフェイス
の設定」（p.16-12）を参照してください。

ステップ 4 インターフェイスを混合ポートとして設定し、混合ポートをプライマリ /セカンダリ VLAN ペアに
マッピングします。「プライベート VLAN 混合ポートとしてのレイヤ 2 インターフェイスの設定」
（p.16-13）を参照してください。

ステップ 5 VLAN 間ルーティングを使用する場合、プライマリ SVI を設定し、セカンダリ VLAN をプライマ
リにマッピングします。「プライマリ VLAN レイヤ 3 VLAN インターフェイスへのセカンダリ
VLAN のマッピング」（p.16-14）を参照してください。

ステップ 6 プロセス VLAN 設定を確認します。

プライベート VLAN のデフォルト設定
プライベート VLAN は設定されていません。
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プライベート VLAN 設定時の注意事項
プライベート VLAN の設定時の注意事項は、次のカテゴリに分類されます。

• セカンダリおよびプライマリ VLAN の設定（p.16-8）

• プライベート VLAN ポートの設定（p.16-9）

• 他の機能との制限（p.16-10）

セカンダリおよびプライマリ VLAN の設定

プライベート VLAN の設定時は、次の注意事項に従ってください。

• VTP をトランスペアレント モードに設定します。プライベート VLAN を設定したあと、VTP
モードをクライアントまたはサーバに変更しないでください。VTP の詳細については、第 14
章「VTP の設定」を参照してください。

• プライベート VLAN を設定するには、VLAN 設定（config-vlan）モードを使用する必要があり
ます。VLAN データベース コンフィギュレーション モードにプライベート VLAN を設定でき
ません。VLAN 設定の詳細については、「VLAN 設定モードのオプション」（p.13-8）を参照し
てください。

• プライベート VLAN を設定したあと、VTP トランスペアレント モード設定およびプライベー
ト VLAN 設定をスイッチのスタートアップ コンフィギュレーション ファイルに保存するに
は、copy running-config startup configイネーブル EXEC コマンドを使用します。そうしないと、
スイッチがリセットした場合、スイッチはデフォルトで VTP サーバ モードが設定されます。こ
のモードではプライベート VLAN をサポートしません。

• VTP はプライベート VLAN 設定を伝播しません。プライベート VLAN ポートを設定したいデ
バイスそれぞれで、プライベート VLAN を設定する必要があります。

• VLAN 1、または VLAN 1002 ～ 1005 をプライマリまたはセカンダリ VLAN として設定できま
せん。拡張 VLAN（VLAN ID 1006 ～ 4094）はプライベート VLAN に所属できます。

• プライマリ VLAN には、1 つの隔離 VLAN と、これに対応付けられた複数のコミュニティ VLAN
があります。隔離またはコミュニティ VLAN には、これに対応付けられたプライマリ VLAN が
1 つあるだけです。

• プライベート VLAN には、1 つまたは複数の VLAN がありますが、プライベート VLAN 全体
で稼働するのは Spanning-Tree Protocol（STP; スパニングツリー プロトコル）インスタンス 1 つ
だけです。セカンダリ VLAN がプライマリ VLAN に対応付けられている場合、プライマリ
VLAN の STP パラメータはセカンダリ VLAN に伝播されます。

• プライベート VLAN で DHCP スヌーピングをイネーブルにできます。プライマリ VLAN で
DHCP スヌーピングをイネーブルにすると、セカンダリ VLAN に伝播されます。セカンダリ
VLAN で DHCP を設定する場合、プライマリ VLAN がすでに設定されていると設定は有効に
なりません。

• プライベート VLAN ポート上で IP 送信元ガードをイネーブルにする場合、プライマリ VLAN
上で DHCP スヌーピングをイネーブルにする必要があります。

• プライベート VLAN のトラフィックを搬送しないデバイスで、トランクからプライベート
VLAN をプルーニングすることを推奨します。

• 異なる Quality of Service（QoS; サービス品質）設定をプライマリ、隔離、コミュニティ VLAN
に適用できます。

• プライベート VLAN を設定すると、デフォルトでは固定 Address Resolution Protocol（ARP）は
イネーブルになり、レイヤ 3 プライベート VLAN インターフェイス上で学習された ARP エン
トリは固定 ARP エントリになります。セキュリティを確保するため、プライベート VLAN ポー
ト固定 ARP エントリは期限切れになりません。

（注） プライベート VLAN インターフェイス ARP エントリを、表示および確認することを推
奨します。
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異なる MAC（メディア アクセス制御）アドレスがあり、同じ IP アドレスを持つデバイスに接
続すると、メッセージが生成されて、ARP エントリは作成されません。プライベート VLAN
ポート固定 ARP エントリは期限切れにならないので、MAC アドレスを変更する場合はプライ
ベート VLAN ポート ARP エントリを手動で削除する必要があります。

－ no arp ip-addressグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用すると、プライベー
ト VLAN ARP エントリを削除できます。

－ arp ip-address hardware-address typeグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用す
ると、プライベート VLAN ARP エントリを追加できます。

• VLAN マップをプライマリおよびセカンダリ VLAN で設定できます（「VLAN マップの設定」
[p.32-31] を参照）。ただし、同じ VLAN マップをプライベート VLAN のプライマリおよびセカ
ンダリ VLAN で設定することを推奨します。

• フレームがプライベート VLAN 内でレイヤ 2 転送された場合、同じ VLAN マップが入出力側
で適用されます。フレームがプライベート VLAN 内部から外部ポートにルーティングされた場
合、プライベート VLAN マップが入力側で適用されます。

－ ホスト ポートから混合ポートのアップストリーム方向に移動するフレームの場合、セカン
ダリ VLAN で設定された VLAN マップが適用されます。

－ 混合ポートからホスト ポートへのダウンストリーム方向に移動するフレームの場合、プラ
イマリ VLAN で設定された VLAN マップが適用されます。

プライベート VLAN 用に特定の IP トラフィックをフィルタリングするには、VLAN マップを
プライマリおよびセカンダリ VLAN 両方に適用する必要があります。

• ルータ Access Control List（ACL; アクセス制御リスト）をプライマリ VLAN SVI にのみ、適用
できます。ACL は、プライマリおよびセカンダリ VLAN レイヤ 3 トラフィック両方に適用で
きます。

• プライベート VLAN はレイヤ 2 でホストを切り離しますが、ホストはレイヤ 3 で相互に通信で
きます。

• プライベート VLAN は、Switched Port Analyzer（SPAN; スイッチド ポート アナライザ）機能を
サポートします。

－ プライベート VLAN ポートを SPAN 送信元ポートとして設定できます。

－ 出力または入力トラフィックを個別にモニタするには、プライマリ、隔離、コミュニティ

VLAN で VLAN-based SPAN（VSPAN）を使用するか、または 1 つの VLAN だけで SPAN
を使用します。

プライベート VLAN ポートの設定

プライベート VLAN ポートの設定時は、次の注意事項に従ってください。

• プライマリ、隔離、またはコミュニティ VLAN を割り当てるには、プライベート VLAN コン
フィギュレーション コマンドのみを使用します。VLAN がプライベート VLAN 設定に含まれ
ている場合、プライマリ、隔離、またはコミュニティ VLAN として設定する VLAN に割り当
てられたレイヤ 2 アクセス ポートは、非アクティブです。レイヤ 2 トランク インターフェイ
スは、STP フォワーディング ステートのままです。

• Port Aggregation Protocol（PAgP; ポート集約プロトコル）または Link Aggregation Control Protocol
（LACP）EtherChannel に所属するポートをプライベート VLAN ポートとして設定しないでくだ
さい。ポートがプライベート VLAN 設定に含まれている場合、EtherChannel 設定はすべて非ア
クティブです。

• 誤った設定による STP ループを防ぎ、STP コンバージェンスを高速にするには、隔離およびコ
ミュニティ ホスト ポートで、PortFast および Bridge Protocol Data Unit（BPDU; ブリッジ プロト
コル データ ユニット）ガードをイネーブルにします（第 20 章「オプションのスパニングツ
リー機能の設定」を参照）。イネーブルの場合、STP は PortFast が設定されたレイヤ 2 LAN ポー
トすべてに BPDU ガード機能を適用します。混合ポートで、PortFast および BPDU ガードをイ
ネーブルにしないでください。

• プライベート VLAN 設定で使用する VLAN を削除した場合、VLAN に対応付けられたプライ
ベート VLAN ポートが非アクティブになります。
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• ネットワーク デバイスがトランク接続され、プライマリおよびセカンダリ VLAN がトランク
から削除されていない場合、プライベート VLAN ポートは別のネットワーク デバイス上に存
在できます。

他の機能との制限

プライベート VLAN を設定する場合、他の機能との制限があることに注意してください。

（注） 一部の設定はエラー メッセージなしで受け入れられ、コマンドに影響しません。

• プライベート VLAN を使用したスイッチ上で、代替ブリッジングを設定しないでください。

• Internet Group Management Protocol（IGMP）スヌーピングがスイッチ上でイネーブル（デフォ
ルト）の場合、スイッチ スタックがサポートするプライベート VLAN ドメインは、20 個だけ
です。

• Remote SPAN（RSPAN; リモート SPAN）VLAN を、プライベート VLAN のプライマリまたは
セカンダリ VLAN として設定しないでください。

SPAN の詳細については、第 28 章「SPAN および RSPAN の設定」を参照してください。

• 次の別の機能用に設定されたインターフェイスで、プライベート VLAN を設定しないでくださ
い。

－ ダイナミック アクセス ポート VLAN メンバーシップ

－ Dynamic Trunking Protocol（DTP）

－ PAgP

－ LACP

－ Multicast VLAN Registration（MVR）

－ 音声 VLAN

• プライベート VLAN ポートはセキュア ポートになれません。また、保護ポートとして設定し
てはいけません。

• プライベート VLAN ポートで IEEE 802.1x ポートベースの認証を設定できます。ただし、プラ
イベート VLAN ポート上で、802.1x とポート セキュリティ、音声 VLAN、またはユーザ単位
ACL を設定しないでください。

• プライベート VLAN ホストまたは混合ポートは、SPAN 宛先ポートになれません。SPAN 宛先
ポートをプライベート VLAN ポートとして設定すると、ポートは非アクティブになります。

• プライマリ VLAN の混合ポートでスタティック MAC アドレスを設定する場合、同じスタ
ティック MAC アドレスを対応付けられたセカンダリ VLAN すべてに追加する必要がありま
す。セカンダリ VLAN のホスト ポートでスタティック MAC アドレスを設定する場合、同じス
タティック MAC アドレスを対応付けられたプライマリ VLAN に追加する必要があります。ス
タティック MAC アドレスをプライベート VLAN ポートから削除する場合、設定された MAC
アドレスのインスタンスをすべて、プライベート VLAN から削除する必要があります。

（注） プライベート VLAN のある VLAN で学習されたダイナミック MAC アドレスは、対応
付けられた VLAN で複製されます。たとえば、セカンダリ VLAN で学習された MAC
アドレスは、プライマリ VLAN で複製されます。元のダイナミック MAC アドレスが削
除、または期限切れになった場合、複製されたアドレスが MAC アドレス テーブルから
削除されます。

• レイヤ 3 の VLAN インターフェイス（SVI）をプライマリ VLAN にのみ設定します。
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プライベート VLAN 内の VLAN の設定および対応付け
プライベート VLAN を設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を行います。

（注） VLAN コンフィギュレーション モードを終了するまで、private-vlanコマンドは有効になりません。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 vtp mode transparent VTP モードをトランスペアレントに設定します（VTP をディ
セーブルにします）。

ステップ 3 vlan vlan-id VLAN コンフィギュレーション モードを開始し、プライマリ
VLAN となる VLAN を指定または作成します。指定できる VLAN
ID の範囲は 2 ～ 1001 および 1006 ～ 4094 です。

ステップ 4 private-vlan primary プライマリ VLAN として VLAN を指定します。

ステップ 5 exit グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 6 vlan vlan-id （任意）VLAN コンフィギュレーション モードを開始し、隔離
VLAN となる VLAN を指定または作成します。指定できる VLAN
ID の範囲は 2 ～ 1001 および 1006 ～ 4094 です。

ステップ 7 private-vlan isolated VLAN を隔離 VLAN として設定します。

ステップ 8 exit グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 9 vlan vlan-id （任意）VLAN コンフィギュレーション モードを開始し、コミュ
ニティ VLAN となる VLAN を指定または作成します。指定でき
る VLAN ID の範囲は 2 ～ 1001 および 1006 ～ 4094 です。

ステップ 10 private-vlan community VLAN をコミュニティ VLAN として設定します。

ステップ 11 exit グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 12 vlan vlan-id ステップ 2 で指定されたプライマリ VLAN 用に、VLAN コンフィ
ギュレーション モードを開始します。

ステップ 13 private-vlan association [add | remove] 
secondary_vlan_list

セカンダリ VLAN とプライマリ VLAN を対応付けます。

ステップ 14 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 15 show vlan private-vlan [type]

または

show interfaces status

設定を確認します。

ステップ 16 copy running-config startup config スイッチのスタートアップ コンフィギュレーション ファイルに
設定を保存します。プライベート VLAN 設定を保存するには、ス
イッチのスタートアップ コンフィギュレーション ファイルに、
VTP トランスペアレント モード設定とプライベート VLAN 設定
を保存する必要があります。そうしないと、スイッチがリセット

した場合、スイッチはデフォルトで VTP サーバ モードが設定さ
れます。このモードではプライベート VLAN をサポートしませ
ん。



第 16章      プライベート VLAN の設定
プライベート VLAN の設定

16-12
Catalyst 3750 スイッチ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

78-16180-06-J

セカンダリ VLAN とプライマリ VLAN を対応付ける場合、次の構文情報に注意してください。

• secondary_vlan_list パラメータにスペースは使用できません。カンマで区切られた項目を複数、
使用できます。各項目は単一のプライベート VLAN ID、またはプライベート VLAN ID をハイ
フンでつないだ範囲を示します。

• secondary_vlan_list パラメータに複数のコミュニティ VLAN ID は使用できません。1 つの隔離
VLAN ID のみ使用できます。

• セカンダリ VLAN とプライマリ VLAN を対応付けるには、secondary_vlan_listを入力、または
secondary_vlan_listを指定して addキーワードを使用します。

• セカンダリ VLAN とプライマリ VLAN 間のアソシエーションを削除するには、
secondary_vlan_listを指定して removeキーワードを使用します。

• VLAN コンフィギュレーション モードを終了するまで、コマンドは有効になりません。

次に、VLAN 20 をプライマリ VLAN として、VLAN 501 を隔離 VLAN として、VLAN 502 および
503 をコミュニティ VLAN として設定し、プライベート VLAN 内で対応付け、その設定を確認する
例を示します。

Switch# configure terminal 
Switch(config)# vlan 20 
Switch(config-vlan)# private-vlan primary 
Switch(config-vlan)# exit 
Switch(config)# vlan 501 
Switch(config-vlan)# private-vlan isolated 
Switch(config-vlan)# exit 
Switch(config)# vlan 502 
Switch(config-vlan)# private-vlan community 
Switch(config-vlan)# exit 
Switch(config)# vlan 503 
Switch(config-vlan)# private-vlan community 
Switch(config-vlan)# exit 
Switch(config)# vlan 20 
Switch(config-vlan)# private-vlan association 501-503
Switch(config-vlan)# end
Switch(config)# show vlan private vlan 
Primary Secondary Type              Ports
------- --------- ----------------- ------------------------------------------
20      501       isolated          
20      502       community         
20      503       community         
20      504       non-operational

プライベート VLAN ホスト ポートとしてのレイヤ 2 インターフェイスの設定
レイヤ 2 インターフェイスをプライベート VLAN ホスト ポートとして設定し、インターフェイス
をプライマリおよびセカンダリ VLAN と対応付けるには、イネーブル EXEC モードで次の手順を
実行します。

（注） 隔離 VLAN およびコミュニティ VLAN は両方ともセカンダリ VLAN です。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id 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、設
定するレイヤ 2 インターフェイスを指定します。
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次に、インターフェイスをプライベート VLAN ホスト ポートとして設定し、これをプライベート
VLAN ペアと対応付け、その設定を確認する例を示します。

Switch# configure terminal 
Switch(config)# interface fastethernet1/0/22 
Switch(config-if)# switchport mode private-vlan host 
Switch(config-if)# switchport private-vlan host-association 20 25 
Switch(config-if)# end 
Switch# show interfaces fastethernet1/0/22 switchport 
Name: Fa1/0/22
Switchport: Enabled
Administrative Mode: private-vlan host
Operational Mode: private-vlan host
Administrative Trunking Encapsulation: negotiate
Operational Trunking Encapsulation: native
Negotiation of Trunking: Off
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Administrative Native VLAN tagging: enabled
Voice VLAN: none
Administrative private-vlan host-association: 20 (VLAN0020) 25 (VLAN0025)
Administrative private-vlan mapping: none
Administrative private-vlan trunk native VLAN: none
Administrative private-vlan trunk Native VLAN tagging: enabled
Administrative private-vlan trunk encapsulation: dot1q
Administrative private-vlan trunk normal VLANs: none
Administrative private-vlan trunk private VLANs: none
Operational private-vlan:
20 (VLAN0020) 25 (VLAN0025)

（テキスト出力は省略）

プライベート VLAN 混合ポートとしてのレイヤ 2 インターフェイスの設定
レイヤ 2 インターフェイスをプライベート VLAN 混合ポートとして設定し、これをプライマリおよ
びセカンダリ VLAN にマッピングするには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

（注） 隔離 VLAN およびコミュニティ VLAN は両方ともセカンダリ VLAN です。

ステップ 3 switchport mode private-vlan host レイヤ 2 ポートをプライベート VLAN ホスト ポートとして設定
します。

ステップ 4 switchport private-vlan host-association 
primary_vlan_id secondary_vlan_id

レイヤ 2 ポートとプライベート VLAN を対応付けます。

ステップ 5 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 show interfaces [interface-id] switchport 設定を確認します。

ステップ 7 copy running-config startup config （任意）スイッチのスタートアップ コンフィギュレーション ファ
イルに設定を保存します。

コマンド 説明

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id 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、設
定するレイヤ 2 インターフェイスを指定します。
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レイヤ 2 インターフェイスをプライベート VLAN 混合ポートとして設定する場合、次の構文情報に
注意してください。

• secondary_vlan_list パラメータにスペースは使用できません。カンマで区切られた項目を複数、
使用できます。各項目は単一のプライベート VLAN ID、またはプライベート VLAN ID をハイ
フンでつないだ範囲です。

• セカンダリ VLAN をプライベート VLAN 混合ポートにマッピングするには、secondary_vlan_list
を入力、または secondary_vlan_listを指定して addキーワードを使用します。

• セカンダリ VLAN とプライベート VLAN 混合ポート間のマッピングを削除するには、
secondary_vlan_listを指定して removeキーワードを使用します。

次に、インターフェイスをプライベート VLAN 混合ポートとして設定し、これをプライベート
VLAN にマッピングする例を示します。このインターフェイスはプライマリ VLAN 20 のメンバー
であり、セカンダリ VLAN 501 ～ 503 はこのメンバーにマッピングされます。

Switch# configure terminal 
Switch(config)# interface fastethernet1/0/2 
Switch(config-if)# switchport mode private-vlan promiscuous 
Switch(config-if)# switchport private-vlan mapping 20 add 501-503 
Switch(config-if)# end 

スイッチ上のプライマリおよびセカンダリ VLAN と、プライベート VLAN ポートを表示するには、
show vlan private-vlanまたは show interface statusイネーブル EXEC コマンドを使用します。

プライマリ VLAN レイヤ 3 VLAN インターフェイスへのセカンダリ VLAN のマッピング
プライベート VLAN を VLAN 間ルーティングに使用する場合、プライマリ VLAN の SVI を設定し、
セカンダリ VLAN を SVI にマッピングします。

（注） 隔離 VLAN およびコミュニティ VLAN は両方ともセカンダリ VLAN です。

プライマリ VLAN の SVI にセカンダリ VLAN をマッピングして、プライベート VLAN トラフィッ
クのレイヤ 3 をスイッチングさせるには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

ステップ 3 switchport mode private-vlan promiscuous レイヤ 2 ポートをプライベート VLAN 混合ポートとして設定
します。

ステップ 4 switchport private-vlan mapping 
primary_vlan_id {add | remove} 
secondary_vlan_list

プライベート VLAN 混合ポートをプライマリ VLAN、および選
択したセカンダリ VLAN にマッピングします。

ステップ 5 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 show interfaces [interface-id] switchport 設定を確認します。

ステップ 7 copy running-config startup config （任意）スイッチのスタートアップ コンフィギュレーション
ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明
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（注） private-vlan mapping インターフェイス コンフィギュレーション コマンドのみが、レイヤ 3 がス
イッチングされるプライベート VLAN トラフィックに影響を及ぼします。

プライマリ VLAN のレイヤ 3 VLAN インターフェイスにセカンダリ VLAN をマッピングする場合、
次の構文情報に注意してください。

• secondary_vlan_list パラメータにスペースは使用できません。カンマで区切られた項目を複数、
使用できます。各項目は単一のプライベート VLAN ID、またはプライベート VLAN ID をハイ
フンでつないだ範囲を示します。

• セカンダリ VLAN をプライマリ VLAN にマッピングするには、secondary_vlan_listを入力、ま
たは secondary_vlan_listを指定して addキーワードを使用します。

• セカンダリ VLAN とプライマリ VLAN の間のマッピングを削除するには、secondary_vlan_list
を指定して removeキーワードを使用します。

次に、VLAN 501 および 502 のインターフェイスをプライマリ VLAN 10 にマッピングする例を示し
ます。これにより、プライベート VLAN 501 ～ 502 からセカンダリ VLAN 入力トラフィックのルー
ティングを許可します。

Switch# configure terminal 
Switch(config)# interface vlan 10 
Switch(config-if)# private-vlan mapping 501-502 
Switch(config-if)# end 
Switch# show interfaces private-vlan mapping 
Interface Secondary VLAN Type
--------- -------------- -----------------
vlan10    501            isolated
vlan10    502            community

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface vlan primary_vlan_id プライマリ VLAN のインターフェイス コンフィギュレーション
モードを開始し、VLAN を SVI として設定します。指定できる VLAN
ID の範囲は 2 ～ 1001 および 1006 ～ 4094 です。

ステップ 3 private-vlan mapping [add | remove] 
secondary_vlan_list

プライマリ VLAN のレイヤ 3 VLAN インターフェイスにセカンダリ
VLAN をマッピングして、レイヤ 3 のプライベート VLAN 入力トラ
フィックのスイッチングを許可します。

ステップ 4  end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show interface private-vlan mapping 設定を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup config （任意）スイッチのスタートアップ コンフィギュレーション ファイ
ルに設定を保存します。
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プライベート VLAN のモニタ
表 16-1に、プライベート VLAN アクティビティ モニタ用のイネーブル EXEC コマンドを示します。

次に、show vlan private-vlanコマンドからの出力例を示します。

Switch(config)# show vlan private-vlan 
Primary Secondary Type              Ports
------- --------- ----------------- ------------------------------------------
10      501       isolated          Fa2/0/1, Gi3/0/1, Gi3/0/2
10      502       community         Fa2/0/11, Gi3/0/1, Gi3/0/4
10      503       non-operational

表 16-1 プライベート VLAN モニタ コマンド

コマンド 説明

show interfaces status インターフェイスが所属する VLAN を含めたインター
フェイスのステータスを表示します。

show vlan private-vlan [type] スイッチ スタックのプライベート VLAN 情報を表示し
ます。

show interface switchport インターフェイス上のプライベート VLAN 設定を表示し
ます。

show interface private-vlan mapping VLAN SVI のプライベート VLAN マッピング情報を表示
します。
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17

IEEE 802.1Q およびレイヤ 2 プロトコ
ル トンネリングの設定

Virtual Private Network（VPN; 仮想私設網）は、共有インフラストラクチャ上で（多くの場合、Ethernet
ベースで）プライベート ネットワークと同じセキュリティ、プライオリティ、信頼性、および管理
要件を持つエンタープライズ規模の接続性を提供します。トンネリングは、複数のカスタマーのト

ラフィックをネットワーク上で搬送するサービス プロバイダーのために設計された機能です。サー
ビス プロバイダーは、各カスタマーの VLAN（仮想 LAN）およびレイヤ 2 プロトコル設定を、他
のカスタマーのトラフィックに影響を与えずに維持する必要があります。Catalyst 3750スイッチは、
IEEE 802.1Q トンネリングおよびレイヤ 2 プロトコル トンネリングをサポートします。特に明記し
ないかぎり、スイッチという用語はスタンドアロン スイッチおよびスイッチ スタックを意味しま
す。

（注） この章で使用されるコマンドの構文および使用方法の詳細については、このリリースのコマンド リ
ファレンスを参照してください。

この章で説明する内容は、次のとおりです。

• IEEE 802.1Q トンネリングの概要（p.17-2）

• IEEE 802.1Q トンネリングの設定（p.17-5）

• レイヤ 2 プロトコル トンネリングの概要（p.17-9）

• レイヤ 2 プロトコル トンネリングの設定（p.17-12）

• トンネリング ステータスのモニタおよびメンテナンス（p.17-20）
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IEEE 802.1Q トンネリングの概要
サービス プロバイダーのビジネス カスタマーには多くの場合、サポートされる VLAN ID および
VLAN 数に特定の要件があります。様々なカスタマーによって要求される VLAN 範囲は同じサービ
ス プロバイダー ネットワーク内で重複する場合があり、インフラストラクチャを介したカスタ
マーのトラフィックが混在するおそれもあります。各カスタマーに一意の VLAN ID 範囲を割り当
てると、カスタマーの設定が制限され、IEEE 802.1Q 仕様の VLAN 制限（4096）をすぐに超えてし
まいます。

IEEE 802.1Q トンネリング機能を使用すると、サービス プロバイダーは単一の VLAN を使用して複
数の VLAN を持つカスタマーをサポートできます。各カスタマーが同一の VLAN 内に存在するよ
うに見えても、カスタマーの VLAN ID は保護され、カスタマーからのトラフィックはサービスプ
ロバイダー ネットワーク内で分離されます。IEEE 802.1Q トンネリングを使用すると、VLAN 内
VLAN 階層を使用して、タグ付きパケットに再度タグを付けることにより、VLAN スペースが拡大
されます。IEEE 802.1Q トンネリングをサポートするように設定されたポートを、トンネル ポート
と呼びます。トンネリングを設定する場合は、トンネリング専用の VLAN ID にトンネル ポートを
割り当てます。カスタマーごとに別々のサービスプロバイダー VLAN ID が必要ですが、この VLAN
ID はすべてのカスタマーの VLAN をサポートします。

該当する VLAN ID によって通常の方法でタグ付けされたカスタマー トラフィックは、カスタマー
デバイスの IEEE 802.1Q トランク ポートから発信され、サービスプロバイダー エッジ スイッチ上
のトンネル ポートに着信します。カスタマー デバイスとエッジ スイッチ間のリンクは、非対称リ
ンクです。これは、リンクの一端が IEEE 802.1Q トランク ポートとして設定され、もう一端はトン
ネル ポートとして設定されるためです。トンネル ポート インターフェイスには、カスタマーごと
に一意のアクセス VLAN ID を割り当てます。図 17-1を参照してください。

図 17-1 サービスプロバイダー ネットワーク内の IEEE 802.1Q トンネル ポート
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カスタマーのトランク ポートからサービスプロバイダー エッジ スイッチ上のトンネル ポートに着
信するパケットは通常、該当する VLAN ID を使用して IEEE 802.1Q がタグ付けされます。タグ付
けされたパケットはスイッチ内ではそのままですが、トランク ポートからサービスプロバイダー
ネットワークに送信される際に、カスタマーごとに一意の VLAN ID を含む別のレイヤの IEEE
802.1Q タグ（メトロ タグと呼ばれる）によりカプセル化されます。元のカスタマー IEEE 802.1Q タ
グは、カプセル化されたパケット内に保存されます。したがって、サービスプロバイダー ネット
ワークに入るパケットは二重タグが付いていることになります。外側の（メトロ）タグにはカスタ

マーのアクセス VLAN ID が含まれ、内側のタグには着信トラフィックの VLAN ID が含まれます。

二重タグ付きパケットがサービスプロバイダーのコア スイッチ内の別のトランク ポートに着信す
ると、外側のタグは、スイッチがパケット処理する際に取り外されます。このパケットが同じコア

スイッチ上の別のトランク ポートから発信される場合、同じメトロ タグがパケットに再度追加さ
れます。図 17-2に、二重タグ付きパケットのタグ構造を示します。

図 17-2 元の（通常の）IEEE 802.1Q、および二重タグ付きイーサネット パケット形式

二重タグ付きパケットがサービスプロバイダーの出力スイッチの別のトランク ポートに着信する
と、外側のタグは、スイッチがパケットを処理する際に再び取り外されます。ただし、パケットが

エッジ スイッチ上のトンネル ポートからカスタマー ネットワークに送信される場合は、メトロ タ
グは追加されません。パケットは通常どおり IEEE 802.1Q タグ付きフレームとして送信され、カス
タマー ネットワーク内で元の VLAN 番号が保持されます。

図 17-1では、カスタマー A には VLAN 30 が、カスタマー B には VLAN 40 が割り当てられていま
す。エッジ スイッチのトンネル ポートに着信する IEEE 802.1Q タグ付きパケットは、サービスプ
ロバイダー ネットワークに入る際に、二重タグ付けされます。外側のタグには VLAN ID 30 または
VLAN 40 が適切に格納され、内側のタグには VLAN 100 など元の VLAN 番号が格納されます。ネッ
トワーク内でカスタマー A およびカスタマー B の両方が VLAN 100 を持っている場合でも、外側
のタグが異なるため、トラフィックはサービスプロバイダー ネットワーク内では分離されたままで
す。各カスタマーは、自身の VLAN 番号スペースを制御します。これは、他のカスタマーが使用す
る VLAN 番号スペースおよびサービスプロバイダー ネットワークで使用する VLAN 番号スペース
には依存しません。

 802.1Q 

EtherType

SADA /Etype FCS
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74
07

2



第 17章      IEEE 802.1Q およびレイヤ 2 プロトコル トンネリングの設定
IEEE 802.1Q トンネリングの概要

17-4
Catalyst 3750 スイッチ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

78-16180-06-J

発信トンネル ポートでは、カスタマー ネットワーク上の元の VLAN 番号が回復します。複数レベ
ルのトンネリングおよびタグ付けは可能ですが、このリリースのスイッチがサポートするのは 1 つ
のレベルのみです。

カスタマー ネットワークからのトラフィックがタグ付けされていない（ネイティブ VLAN フレー
ム）場合、これらのパケットは通常のパケットのようにブリッジングまたはルーティングされます。

エッジ スイッチ上のトンネル ポートを介してサービスプロバイダー ネットワークに入るパケット
は、タグなしでも、IEEE 802.1Q ヘッダーでタグ付けされている場合でも、すべてタグなしとして
処理されます。このパケットは、IEEE 802.1Q トランク ポート上のサービスプロバイダー ネット
ワークを経由して送信されるときに、メトロ タグ VLAN ID（トンネル ポートのアクセス VLAN に
設定）でカプセル化されます。メトロ タグのプライオリティ フィールドは、トンネル ポートに設
定済みのインターフェイスの Class of Service（CoS; サービス クラス）プライオリティに設定されま
す（未設定の場合、デフォルトはゼロです）。

802.1Q トンネリングはポート単位で設定されるため、スイッチがスタンドアロンであるか、または
スタック メンバーであるかは関係ありません。すべての設定は、スタック マスターで行われます。
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IEEE 802.1Q トンネリングの設定
ここでは、次の設定について説明します。

• IEEE 802.1Q トンネリングのデフォルト設定（p.17-5）

• IEEE 802.1Q トンネリングの設定時の注意事項（p.17-5）

• IEEE 802.1Q トンネリングとその他の機能（p.17-7）

• IEEE 802.1Q トンネリング ポートの設定（p.17-8）

IEEE 802.1Q トンネリングのデフォルト設定
デフォルトのスイッチポート モードが dynamic auto であるため、IEEE 802.1Q トンネリングはデ
フォルトでディセーブルになっています。IEEE 802.1Q ネイティブ VLAN パケットのタギングも、
すべての IEEE 802.1Q トランク ポート上でディセーブルになっています。

IEEE 802.1Q トンネリングの設定時の注意事項
IEEE 802.1Q トンネリングを設定する場合は、カスタマー デバイス ポートは IEEE 802.1Q トランク
ポートとして、エッジ スイッチ ポートはトンネル ポートとしてそれぞれ設定し、カスタマー デバ
イスとエッジ スイッチ間で常に非対象リンクを使用する必要があります。

トンネル ポートを割り当てるのは、トンネリングに使用する VLAN に対してのみです。

次に、ネイティブ VLAN および Maximum Transmission Unit（MTU; 最大伝送ユニット）の設定要件
について説明します。

ネイティブ VLAN

エッジ スイッチ上で IEEE 802.1Q トンネリングを設定する場合は、サービスプロバイダー ネット
ワークにパケットを送信するのに、IEEE 802.1Q トランク ポートを使用する必要があります。ただ
し、サービスプロバイダー ネットワークのコアを経由するパケットは、IEEE 802.1Q トランク、ISL
（スイッチ間リンク）トランク、または非トランキング リンクを介して搬送できます。これらのコ
ア スイッチで IEEE 802.1Q トランクを使用する場合は、同一スイッチ上で IEEE 802.1Q トランクの
ネイティブ VLAN と非トランキング（トンネリング）ポートのネイティブ VLAN を一致させない
でください。ネイティブ VLAN のトラフィックが、IEEE 802.1Q 送信トランク ポート上でタグ付け
されなくなります。

図 17-3 を参照してください。VLAN 40 は、サービスプロバイダー ネットワークの入力エッジ ス
イッチ（スイッチ B）でカスタマー X の IEEE 802.1Q トランク ポート用ネイティブ VLAN として
設定されています。カスタマー X のスイッチ A は、アクセス VLAN 40 に属するサービスプロバイ
ダー ネットワーク内のスイッチ B の入力トンネル ポートに、VLAN 30 上のタグ付きパケットを送
信します。トンネル ポートのアクセス VLAN（VLAN 40）は、エッジスイッチのトランク ポート
のネイティブ VLAN と同じなので、メトロ タグはトンネル ポートから受信したタグ付きパケット
に追加されません。パケットは VLAN 30 のタグのみを付けて、サービスプロバイダー ネットワー
クを介して出力スイッチ（スイッチ C）のトランク ポートに送られ出力スイッチ トンネル ポート
経由でカスタマー Y に誤って転送されます。

この問題を解決する方法は次のとおりです。

• サービスプロバイダー ネットワークのコア スイッチ間で ISL トランクを使用します。エッジ
スイッチに接続されるカスタマー インターフェイスは、IEEE 802.1Q トランクである必要があ
りますが、コア レイヤのスイッチ接続には、ISL トランクを使用することを推奨します。
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• ネイティブ VLAN を含め、IEEE 802.1Q トランクから送信されるすべてのパケットがタグ付け
されるように、エッジ スイッチを設定するには、vlan dot1q tag nativeグローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。すべての IEEE 802.1Q トランク上でネイティブ VLAN パ
ケットがタグ付けされるようにスイッチを設定している場合、スイッチはタグなしパケットを

受け取りますが、送信するのはタグ付きパケットのみです。

• エッジスイッチのトランク ポート上のネイティブ VLAN ID が、カスタマー VLAN の範囲内に
ないことを確認します。たとえば、トランク ポートが VLAN 100 ～ 200 のトラフィックを搬送
する場合、ネイティブ VLAN にはその範囲外の番号を割り当てます。

図 17-3 IEEE 802.1Q トンネリングおよびネイティブ VLAN で発生する可能性のある問題

システム MTU

スイッチ上のトラフィックのデフォルトのシステム MTU は、1500 バイトです。system mtuグロー
バル コンフィギュレーション コマンドを使用すると、1500 バイトより大きいフレームをサポート
するように Fast Ethernet ポートを設定できます。system mtu jumbo グローバル コンフィギュレー
ション コマンドを使用すると、1500 バイトより大きいフレームをサポートするように Gigabit
Ethernet ポートを設定できます。メトロ タグが追加されると、IEEE 802.1Q トンネリング機能によっ
てフレーム サイズが 4 バイトずつ増加するので、スイッチのシステム MTU サイズを 1504 バイト
以上に増やして、サービスプロバイダー ネットワーク内のすべてのスイッチが最大フレームを処理
できるように設定する必要があります。Gigabit Ethernet インターフェイスの最大許容システム MTU
は、9000 バイトです。Fast Ethernet インターフェイスの最大システム MTU は、1546 バイトです。
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IEEE 802.1Q トンネリングとその他の機能
IEEE 802.1Q トンネリングは、レイヤ 2 パケット スイッチングに対して適切に動作しますが、レイ
ヤ 2 機能とレイヤ 3 スイッチング間には一部互換性がない場合があります。

• トランク ポートはルーテッド ポートに設定できません。

• IEEE 802.1Q ポートを含む VLAN 上では、IP ルーティングはサポートされません。トンネル
ポートから受信したパケットは、レイヤ 2 情報にのみ基づいて転送されます。ルーティングが
トンネル ポートを含む Switch Virtual Intertface（SVI; スイッチ仮想インターフェイス）上でイ
ネーブルの場合は、スイッチはトンネル ポートから受信したタグなし IP パケットを認識して、
ルーティングします。カスタマーは、ネイティブ VLAN を経由してインターネットにアクセス
できます。このアクセスが必要ない場合は、トンネル ポートを含む VLAN 上で SVI を設定し
ないでください。

• トンネル ポートでは、代替ブリッジングがサポートされていません。トンネル ポートから受
信した IEEE 802.1Q タグ付きパケットは、すべて非 IP パケットとして取り扱われるため、トン
ネル ポートが設定された VLAN で代替ブリッジングがイネーブルの場合、IP パケットは VLAN
上で不適切にブリッジングされます。したがって、トンネル ポートが設定された VLAN では、
代替ブリッジングをイネーブルにしないでください。

• トンネル ポートは、IP Access Control List（ACL; アクセス制御リスト）をサポートしていません。

• レイヤ 3 の Quality of Service（QoS; サービス品質）ACL およびレイヤ 3 情報に関連する QoS 機
能は、トンネル ポート上ではサポートされません。MAC（メディア アクセス制御）ベースの
QoS は、トンネル ポートでサポートされます。

• IEEE 802.1Q 設定が EtherChannel ポート グループ内で一貫しているかぎり、EtherChannel ポー
ト グループはトンネル ポートと互換性があります。

• Port Aggregation Protocol（PAgP; ポート集約プロトコル）、Link Aggregation Control Protocol
（LACP）および UniDirectional Link Detection（UDLD; 単一方向リンク検出）は、IEEE 802.1Q ト
ンネル ポート上でサポートされています。

• Dynamic Trunking Protocol（DTP）は、IEEE 802.1Q トンネリングと互換性がありません。トン
ネル ポートとトランク ポートとの非対称リンクを手動で設定する必要があるためです。

• VLAN Trunking Protocol（VTP）は、非対称リンクに接続するデバイス間またはトンネルを介し
て通信するデバイス間では動作しません。

• IEEE 802.1Q トンネル ポートでは、ループバック検出がサポートされています。

• ポートが IEEE 802.1Q トンネル ポートとして設定されている場合は、インターフェイス上でス
パニングツリー Bridge Protocol Data Unit（BPDU; ブリッジ プロトコル データ ユニット）フィ
ルタリングが自動的にイネーブルになります。Cisco Discovery Protocol（CDP）は、インター
フェイス上で自動的にディセーブルになります。
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IEEE 802.1Q トンネリング ポートの設定
ポートを IEEE 802.1Q トンネル ポートとして設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を
実行します。

ポートをデフォルトの dynamic desirable ステートに戻すには、no switchport mode dot1q-tunnelイン
ターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。ネイティブ VLAN パケットのタギ
ングをディセーブルにするには、no vlan dot1q tag nativeグローバル コンフィギュレーション コマ
ンドを使用します。

次に、インターフェイスをトンネル ポートとして設定し、ネイティブ VLAN パケットのタギング
をイネーブルにして、この設定を確認する例を示します。この設定では、スタック メンバー 1のイ
ンターフェイス Gigabit Ethernet 7 に接続するカスタマーの VLAN ID は、VLAN 22 になります。

Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/7
Switch(config-if)# switchport access vlan 22
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 22
Switch(config-if)# switchport mode dot1q-tunnel
Switch(config-if)# exit
Switch(config)# vlan dot1q tag native
Switch(config)# end
Switch# show dot1q-tunnel interface gigabitethernet1/0/7
Port
-----
Gi1/0/1Port
-----
Switch# show vlan dot1q tag native
dot1q native vlan tagging is enabled

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id インターフェイスをトンネル ポートとして設定するには、インター
フェイス コンフィギュレーション モードを開始します。このイン
ターフェイスは、カスタマー スイッチに接続するサービスプロバイ
ダー ネットワーク内のエッジ ポートである必要があります。有効な
インターフェイスには、物理インターフェイスおよびポートチャネ

ル論理インターフェイス（ポート チャネル 1 ～ 48）があります。

ステップ 3 switchport access vlan vlan-id デフォルト VLAN を指定します。これは、インターフェイスがトラ
ンキングを停止した場合に使用されます。VLAN ID は、特定のカス
タマーに固有のものです。

ステップ 4 switchport mode dot1q-tunnel インターフェイスを IEEE 802.1Q トンネル ポートとして設定しま
す。

ステップ 5 exit グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 6 vlan dot1q tag native （任意）すべての IEEE 802.1Q トランク ポート上でネイティブ VLAN
パケットのタギングがイネーブルになるよう、スイッチを設定しま

す。このように設定されていなくて、カスタマー VLAN ID がネイ
ティブ VLAN と同じである場合は、トランク ポートはメトロ タグ
を適用せず、パケットが間違った方向に送信される場合があります。

ステップ 7 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 8 show running-config

show dot1q-tunnel

IEEE 802.1Q トンネリング用に設定されたポートを表示します。

トンネル モードのポートを表示します。

ステップ 9 show vlan dot1q tag native IEEE 802.1Q ネイティブ VLAN タギング ステータスを表示します。

ステップ 10 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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レイヤ 2 プロトコル トンネリングの概要
サービスプロバイダー ネットワークを介して接続された様々なサイトのカスタマーは、各種レイヤ
2 プロトコルを使用して、すべてのリモート サイトおよびローカル サイトを含めるよう、トポロ
ジーをスケーリングする必要があります。Spanning-Tree Protocol（STP; スパニングツリー プロトコ
ル）が正常に稼働し、すべての VLAN には、サービスプロバイダー ネットワークのローカル サイ
トとすべてのリモート サイトが含まれる適切なスパニング ツリーを構築する必要があります。CDP
は、ローカル サイトおよびリモート サイトから近接のシスコ製デバイスを検出する必要がありま
す。VTP は、カスタマー ネットワークのすべてのサイトで一貫性のある VLAN 設定を提供する必
要があります。

プロトコル トンネリングがイネーブルの場合、サービスプロバイダー ネットワークの着信側の
エッジ スイッチは特別な MAC アドレスでレイヤ 2 プロトコル パケットをカプセル化し、サービス
プロバイダー ネットワークに送信します。ネットワーク内のコア スイッチはこれらのパケットの
処理を実行せずに、通常のパケットとして転送します。CDP、STP、または VTP のレイヤ 2 Protocol
Data Unit（PDU; プロトコル データ ユニット）は、サービスプロバイダー ネットワークを通過し、
サービスプロバイダー ネットワークの発信側のカスタマー スイッチに配信されます。同一のパ
ケットは同じ VLAN 上のすべてのカスタマー ポートで受信され、次のような結果になります。

• 各カスタマー サイトのユーザは STP を適切に実行できます。また、すべての VLAN はローカ
ル サイトだけではなく、すべてのサイトからのパラメータに基づいて、適切なスパニング ツ
リーを構築できます。

• CDP は、サービスプロバイダー ネットワークを介して接続された他のシスコ製デバイスの情報
を検出、表示します。

• VTP は、カスタマー ネットワーク全体に一貫した VLAN 設定を提供して、サービス プロバイ
ダーを通じてすべてのスイッチに伝播します。

（注） サードパーティ ベンダーとのインターオペラビリティを提供するには、レイヤ 2 プロトコルトン
ネル バイパス機能を使用します。バイパス モードでは、プロトコル トンネリングの制御方法が異
なるベンダー スイッチに制御 PDU をトランスペアレントに転送します。バイパス モードを実装す
るには、出力トランク ポート上でレイヤ 2 プロトコル トンネリングをイネーブルにします。

レイヤ 2 プロトコル トンネリングは単独でも使用でき、IEEE 802.1Q トンネリングを拡張すること
もできます。IEEE 802.1Q トンネリング ポート上でプロトコル トンネリングがイネーブルでない場
合、サービスプロバイダー ネットワークの受信側のリモート スイッチは PDU を受信せず、STP、
CDP、および VTP を適切に実行できません。プロトコル トンネリングがイネーブルの場合、各カ
スタマー ネットワーク内のレイヤ 2 プロトコルは、サービスプロバイダー ネットワーク内で稼働
するレイヤ 2 プロトコルと完全に分離されます。IEEE 802.1Q トンネリングを使用してサービス プ
ロバイダー ネットワークを経由するトラフィックを送信する各種サイト上のカスタマー スイッチ
は、カスタマー VLAN に関するすべての情報を取得します。IEEE 802.1Q トンネリングが使用され
ていない場合、アクセス ポートを介してカスタマー スイッチに接続し、サービスプロバイダーの
アクセス ポート上でトンネリングをイネーブルにすることにより、レイヤ 2 プロトコル トンネリ
ングをイネーブルにできます。

たとえば、図 17-4では、カスタマー X には同じ VLAN 内にサービスプロバイダー ネットワークを
介して接続するスイッチが 4 つあります。ネットワークが PDU をトンネリングしない場合、ネッ
トワークの遠端のスイッチは STP、CDP、および VTP を適切に実行できません。たとえば、カスタ
マー X のサイト 1 内のスイッチ上の VLAN に対する STP は、サイト 2 のカスタマー X のスイッチ
に基づくコンバージェンス パラメータを考慮せずに、サイト 1 のスイッチ上にスパニング ツリー
を構築します。そのトポロジーを図 17-5に示します。
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図 17-4 レイヤ 2 プロトコル トンネリング

図 17-5 コンバージェンスが不適切なレイヤ 2 ネットワーク トポロジー

Service Provider（SP; サービス プロバイダー）ネットワークでは、レイヤ 2 プロトコル トンネリン
グを使用してポイントツーポイント ネットワーク トポロジーをエミュレートすることにより、
EtherChannel を拡張できます。SP スイッチ上でプロトコル トンネリング（PAgP または LACP）を
イネーブルにする場合、リモート カスタマーのスイッチは PDU を受信して、EtherChannel の自動
作成をネゴシエーションできます。
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たとえば、図 17-6では、カスタマー A には同じ VLAN 上に SP ネットワークを介して接続される
スイッチが 2 つあります。ネットワークが PDU をトンネリングする場合は、ネットワークの遠端
のスイッチは専用回線がなくても、EtherChannel の自動作成をネゴシエーションできます。手順に
ついては、「EtherChannel に対するレイヤ 2 トンネリングの設定」（p.17-16）を参照してください。

図 17-6 EtherChannel のレイヤ 2 プロトコル トンネリング
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レイヤ 2 プロトコル トンネリングの設定
サービスプロバイダー ネットワークのエッジ スイッチのカスタマーに接続されたポート上で、レ
イヤ 2 プロトコル トンネリング（プロトコルによる）をイネーブルにすることができます。カスタ
マー スイッチに接続されたサービスプロバイダー エッジ スイッチは、トンネリング プロセスを実
行します。エッジ スイッチのトンネル ポートは、カスタマーの IEEE 802.1Q トランク ポートに接
続されます。エッジ スイッチのアクセス ポートは、カスタマーのアクセス ポートに接続されます。
カスタマー スイッチに接続されたエッジ スイッチは、トンネリング プロセスを実行します。

アクセス ポートまたはトンネル ポートとして設定されたポート上で、レイヤ 2 プロトコル トンネ
リングをイネーブルにできます。switchport mode dynamic auto（デフォルト モード）、または
switchport mode dynamic desirableで設定されたポート上では、レイヤ 2 プロトコル トンネリング
をイネーブルにはできません。

スイッチは、CDP、STP、および VTP のレイヤ 2 プロトコル トンネリングをサポートします。エ
ミュレートされたポイントツーポイント ネットワーク トポロジーでは、スイッチは PAgP、LACP、
および UDLD プロトコルもサポートします。

注意 PAgP、LACP、および UDLD プロトコル トンネリングは、ポイントツーポイント トポロジーをエ
ミュレートするためだけのものです。トンネリングされたパケットを多くのポートに送信すると

いった誤設定を行うと、ネットワーク障害を引き起こす場合があります。

レイヤ 2 プロトコルがイネーブルに設定されたポートを介して、サービスプロバイダーの着信エッ
ジ スイッチに入ったレイヤ 2 PDU が、トランク ポートを経由してサービスプロバイダー ネット
ワークに入ると、スイッチはカスタマーの PDU 宛先 MAC アドレスをシスコ独自の既知のマルチ
キャスト アドレス（01-00-0c-cd-cd-d0）で上書きします。このとき、IEEE 802.1Q トンネリングが
イネーブルであれば、パケットも二重タグ付きになります。外側のタグはカスタマーのメトロ タグ
で、内側のタグはカスタマーの VLAN タグになります。コア スイッチは内側のタグを無視して、同
じメトロ VLAN 内のすべてのトランク ポートにパケットを転送します。発信側のエッジ スイッチ
は、適切なレイヤ 2 プロトコル情報および MAC アドレス情報を復元して、同じメトロ VLAN 内の
すべてのトンネル ポートまたはアクセス ポートにパケットを転送します。したがって、レイヤ 2
PDU は、そのままサービスプロバイダー インフラストラクチャを介してカスタマー ネットワーク
のもう一方の側に配信されます。

図 17-4を参照してください。カスタマー X およびカスタマー Y は、それぞれアクセス VLAN 30 お
よびアクセス VLAN 40 にあります。非対称リンクにより、サイト 1 のカスタマーはサービスプロ
バイダー ネットワークのエッジ スイッチに接続されます。サイト 1 のカスタマー Y からスイッチ
2 に入るレイヤ 2PDU（BPDU など）は、既知の MAC アドレスを宛先 MAC アドレスとして持つ二
重タグ付きパケットとしてインフラストラクチャに転送されます。これらの二重タグ付きパケット

には、メトロ VLAN タグ 40 および内側 VLAN タグ（VLAN 100 など）が含まれています。二重タ
グ付きパケットがスイッチ D に入ると、外側の VLAN タグ 40 が取り外されます。また既知の MAC
アドレスは、各レイヤ 2 プロトコル MAC アドレスに置き換わり、パケットは VLAN 100 の一重タ
グ付きフレームとしてサイト 2 のカスタマー Y に送信されます。

また、カスタマー スイッチ上のアクセス ポートまたはトランク ポートに接続されるエッジ スイッ
チ上のアクセス ポートで、レイヤ 2 プロトコル トンネリングをイネーブルにすることもできます。
この場合、カプセル化およびカプセル化解除のプロセスは、上記の説明と同じです。ただし、パ

ケットはサービスプロバイダー ネットワーク内で二重タグ付けされません。一重タグが、カスタ
マー固有のアクセス VLAN タグです。
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レイヤ 2 プロトコル トンネリング設定は、すべてのスタック メンバー間に配信されます。ローカ
ル ポート上で入力パケットを受信する各スタック メンバーは、パケットをカプセル化またはカプ
セル化解除して、該当する宛先ポートに転送します。単一のスイッチ上では、レイヤ 2 プロトコル
トンネリング処理された入力トラフィックは、レイヤ 2 プロトコル トンネリングがイネーブルに
なっている同一 VLAN 上のすべてのローカル ポートに送信されます。スタックでは、レイヤ 2 プ
ロトコル トンネリングの設定が行われたポートで受信したパケットを、スタック内のレイヤ 2 プロ
トコル トンネリングが設定され、同じ VLAN 内にあるすべてのポートに配信します。レイヤ 2 プ
ロトコル トンネリング設定は、すべてスタック マスターにより取り扱われ、すべてのスタック メ
ンバーに配信されます。

ここでは、次の設定について説明します。

• レイヤ 2 プロトコル トンネリングのデフォルト設定（p.17-13）

• レイヤ 2 プロトコル トンネリング設定に関する注意事項（p.17-13）

• レイヤ 2 プロトコル トンネリングの設定（p.17-14）

• EtherChannel に対するレイヤ 2 トンネリングの設定（p.17-16）

レイヤ 2 プロトコル トンネリングのデフォルト設定
表 17-1に、レイヤ 2 プロトコル トンネリングのデフォルト設定を示します。

レイヤ 2 プロトコル トンネリング設定に関する注意事項
ここでは、レイヤ 2 プロトコル トンネリング設定に関する注意事項および動作特性について説明し
ます。

• スイッチは、CDP、STP（Multiple STP[MSTP] を含む）、および VTP のトンネリングをサポー
トします。プロトコル トンネリングは、デフォルトではディセーブルですが、IEEE 802.1Q ト
ンネル ポートまたはアクセス ポートのプロトコルに対して個別にイネーブルにできます。

• スイッチは、switchport mode dynamic autoまたは dynamic desirableに設定されているポート
上でレイヤ 2 プロトコル トンネリングをサポートしません。

• DTP はレイヤ 2 プロトコル トンネリングと互換性がありません。

• サービスプロバイダー ネットワークの発信側のエッジ スイッチは、適切なレイヤ 2 プロトコ
ル情報および MAC アドレス情報を復元して、同じメトロ VLAN 内のすべてのトンネル ポート
およびアクセス ポートにパケットを転送します。

• サードパーティ ベンダーとのインターオペラビリティを保つために、スイッチはレイヤ 2 プロ
トコルトンネル バイパス機能をサポートします。バイパス モードでは、プロトコル トンネリ
ングの制御方法が異なるベンダー スイッチに制御 PDU をトランスペアレントに転送します。
スイッチの入力ポートでレイヤ 2 プロトコル トンネリングがイネーブルの場合、出力トランク
ポートは特殊なカプセル化によってトンネリングされたパケットを転送します。出力トランク

ポートでもレイヤ 2 プロトコル トンネリングがイネーブルな場合、この動作は行われず、ス
イッチは制御 PDU の処理または変更を行わずにパケットを転送します。

表 17-1 レイヤ 2 イーサネット インターフェイス VLAN のデフォルト設定

機能 デフォルト設定

レイヤ 2 プロトコル トンネリング ディセーブル

シャットダウン スレッシュホールド 未設定

廃棄スレッシュホールド 未設定

CoS 値 データ パケット用のインターフェイスで CoS 値が設定さ
れている場合、この値はレイヤ 2PDU にデフォルトで使用
されます。設定されていない場合、デフォルト値は 5 です。
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• スイッチは、エミュレートされたポイントツーポイント ネットワーク トポロジーに対する
PAgP、LACP、および UDLD トンネリングをサポートします。プロトコル トンネリングは、デ
フォルトではディセーブルですが、IEEE 802.1Q トンネル ポートまたはアクセス ポートのプロ
トコルに対して個別にイネーブルにできます。

• PAgP または LACP トンネリングをイネーブルにする場合は、インターフェイス上でより高速
なリンク障害検出を実現するために、UDLD もイネーブルにすることを推奨します。

• PAgP、LACP、または UDLD パケットのレイヤ 2 プロトコル トンネリングでは、ループバック
検出はサポートされていません。

• IEEE 802.1Q 設定が EtherChannel ポート グループ内で統一されている場合、EtherChannel ポー
ト グループはトンネル ポートと互換性があります。

• レイヤ 2 トンネリングがイネーブルに設定されたトンネル ポートまたはアクセス ポートから、
カプセル化された PDU（独自の宛先 MAC アドレスを持つ）を受信した場合、トンネル ポート
はループを防止するためシャット ダウンされます。プロトコルに設定されたシャットダウン ス
レッシュホールドに達した場合も、ポートはシャット ダウンされます。ポートは手動で再度イ
ネーブルにできます（shutdownおよび no shutdownコマンドを続けて入力する）。errdisable 回
復がイネーブルの場合、指定されたインターバルのあとで処理が再試行されます。

• カスタマー ネットワークに転送されるのは、カプセル化解除された PDU のみです。サービス
プロバイダー ネットワークで稼働するスパニングツリー インスタンスは、トンネル ポートに
BPDU を転送しません。CDP パケットは、トンネル ポートから転送されません。

• インターフェイス上でプロトコル トンネリングがイネーブルになっている場合は、カスタマー
ネットワークで生成された PDU にプロトコル単位、ポート単位でシャットダウン スレッシュ
ホールドを設定できます。制限を超えると、ポートはシャット ダウンされます。また、トンネ
ル ポート上で QoS ACL およびポリシー マップを使用して、BPDU レートを制限することもで
きます。

• インターフェイス上でプロトコル トンネリングがイネーブルになっている場合は、カスタマー
ネットワークで生成された PDU にプロトコル単位、ポート単位で廃棄スレッシュホールドを
設定できます。制限を超えると、ポートは PDU を受信するレートが廃棄スレッシュホールド
を下回るまで、PDU を廃棄します。

• トンネリングされた PDU（特に STP BPDU）は、カスタマーの仮想ネットワークが正常に動作
するように、すべてのリモート サイトに配信される必要があるため、サービスプロバイダー
ネットワーク内の PDU には同じトンネル ポートから受信したデータ パケットよりも高いプラ
イオリティを設定できます。デフォルトでは、PDU はデータ パケットと同じ CoS 値を使用し
ます。

レイヤ 2 プロトコル トンネリングの設定
ポートにレイヤ 2 プロトコル トンネリングを設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順
を実行します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始して、トン
ネル ポートとして設定するインターフェイスを入力します。このイ
ンターフェイスは、カスタマー スイッチに接続するサービスプロバ
イダー ネットワーク内のエッジ ポートである必要があります。有効
なインターフェイスには、物理インターフェイスおよびポートチャ

ネル論理インターフェイス（ポート チャネル 1 ～ 48）があります。

ステップ 3 switchport mode access
または

switchport mode dot1q-tunnel

インターフェイスをアクセス ポートまたは IEEE 802.1Q トンネル
ポートとして設定します。
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3 つのレイヤ 2 プロトコルのいずれかまたはすべてに対して、プロトコル トンネリングをディセー
ブルにするには、no l2protocol-tunnel [cdp | stp | vtp] インターフェイス コンフィギュレーション コ
マンドを使用します。シャットダウン スレッシュホールドおよび廃棄スレッシュホールドをデフォ
ルト設定に戻すには、no l2protocol-tunnel shutdown-threshold [cdp | stp | vtp] および
no l2protocol-tunnel drop-threshold [cdp | stp | vtp] コマンドを使用します。

ステップ 4 l2protocol-tunnel [cdp | stp | vtp] 目的のプロトコルに対して、プロトコル トンネリングをイネーブル
にします。キーワードを何も入力しない場合は、3 つすべてのレイ
ヤ 2 プロトコルに対してトンネリングがイネーブルになります。

ステップ 5 l2protocol-tunnel shutdown-threshold
[cdp | stp | vtp] value

（任意）カプセル化で許容される毎秒あたりのパケット数のスレッ

シュホールドを設定します。設定されたスレッシュホールドを超え

ると、インターフェイスはディセーブルになります。プロトコルの

オプションを何も指定しない場合は、スレッシュホールドはトンネ

リングされたレイヤ 2 プロトコルの各タイプに適用されます。指定
できる範囲は 1 ～ 4096 です。デフォルトでは、スレッシュホールド
は設定されていません。

（注） このインターフェイスに廃棄スレッシュホールドも設定し
ている場合、シャットダウンスレッシュホールド値は、廃棄
スレッシュホールド値以上に設定する必要があります。

ステップ 6 l2protocol-tunnel drop-threshold 
[cdp | stp | vtp] value

（任意）カプセル化で許容される毎秒あたりのパケット数のスレッ

シュホールドを設定します。設定されたスレッシュホールドを超え

ると、インターフェイスはパケットを廃棄します。プロトコルのオ

プションを何も指定しない場合は、スレッシュホールドはトンネリ

ングされたレイヤ 2 プロトコルの各タイプに適用されます。指定で
きる範囲は 1 ～ 4096 です。デフォルトでは、スレッシュホールドは
設定されていません。

このインターフェイスにシャットダウン スレッシュホールドも設
定している場合、廃棄スレッシュホールド値は、シャットダウンス

レッシュホールド値以下に設定する必要があります。

ステップ 7 exit グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 8 errdisable recovery cause l2ptguard （任意）レイヤ 2 最大レート エラーからの回復メカニズムを設定し
て、インターフェイスが再度イネーブルになり、再試行できるよう

にします。デフォルトでは、errdisable 回復はディセーブルになって
います。イネーブルにした場合、デフォルトのインターバルは 300
秒です。

ステップ 9 l2protocol-tunnel cos value （任意）トンネリングされたすべてのレイヤ 2 PDU に対して CoS 値
を設定します。設定できる範囲は 0 ～ 7 です。デフォルトは、イン
ターフェイスのデフォルト CoS 値です。設定されていない場合、デ
フォルト値は 5 です。

ステップ 10 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 11 show l2protocol 設定済みのプロトコル、スレッシュホールド、およびカウンタを含

めて、スイッチのレイヤ 2 トンネル ポートを表示します。

ステップ 12 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明
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次に、CDP、STP、および VTP にレイヤ 2 プロトコル トンネリングを設定し、この設定を確認する
例を示します。

Switch(config)# interface fastethernet1/0/11
Switch(config-if)# l2protocol-tunnel cdp
Switch(config-if)# l2protocol-tunnel stp
Switch(config-if)# l2protocol-tunnel vtp
Switch(config-if)# l2protocol-tunnel shutdown-threshold 1500
Switch(config-if)# l2protocol-tunnel drop-threshold 1000
Switch(config-if)# exit
Switch(config)# l2protocol-tunnel cos 7
Switch(config)# end
Switch# show l2protocol
COS for Encapsulated Packets: 7
Port    Protocol Shutdown  Drop      Encapsulation Decapsulation Drop
                 Threshold Threshold Counter       Counter       Counter
------- -------- --------- --------- ------------- ------------- -------------
Fa1/0/11  cdp           1500      1000 2288          2282          0
        stp           1500      1000 116           13            0
        vtp           1500      1000 3             67            0
        pagp          ----      ---- 0             0             0
        lacp          ----      ---- 0             0             0
        udld          ----      ---- 0             0             0

EtherChannel に対するレイヤ 2 トンネリングの設定
レイヤ 2 ポイントツーポイント トンネリングを設定し、EtherChannel の自動作成を行うには、SP
エッジ スイッチおよびカスタマー スイッチの両方を設定する必要があります。

SP エッジ スイッチの設定

EtherChannel のレイヤ 2 プロトコル トンネリングを SP エッジ スイッチに設定するには、イネーブ
ル EXEC モードで次の手順を実行します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始して、トン
ネル ポートとして設定するインターフェイスを入力します。このイ
ンターフェイスは、カスタマー スイッチに接続する SP ネットワー
ク内のエッジ ポートである必要があります。有効なインターフェイ
スは、物理インターフェイスです。

ステップ 3 switchport mode dot1q-tunnel インターフェイスを IEEE 802.1Q トンネル ポートとして設定しま
す。

ステップ 4 l2protocol-tunnel point-to-point 
[pagp | lacp | udld]

（任意）目的のプロトコルに対して、ポイントツーポイント プロト
コル トンネリングをイネーブルにします。キーワードを何も入力し
ない場合は、3 つすべてのプロトコルに対してトンネリングがイ
ネーブルになります。

注意 ネットワーク障害を防止するために、PAgP、LACP、また
は UDLD パケットでトンネリングをイネーブルにする前
に、ネットワークがポイントツーポイント トポロジーで
あることを確認してください。
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3 つのレイヤ 2 プロトコルのいずれかまたはすべてに対して、ポイントツーポイント トンネリング
をディセーブルにするには、no l2protocol-tunnel [point-to-point [pagp | lacp | udld]]インターフェイ
ス コンフィギュレーション コマンドを使用します。シャットダウン スレッシュホールドおよび廃
棄スレッシュホールドをデフォルト設定に戻すには、no l2protocol-tunnel shutdown-threshold
[point-to-point [pagp | lacp | udld]]および no l2protocol-tunnel drop-threshold [[point-to-point [pagp |
lacp | udld]]コマンドを使用します。

ステップ 5 l2protocol-tunnel shutdown-threshold 
[point-to-point [pagp | lacp | udld]] 
value

（任意）カプセル化で許容される毎秒あたりのパケット数のスレッ

シュホールドを設定します。設定されたスレッシュホールドを超え

ると、インターフェイスはディセーブルになります。プロトコルの

オプションを何も指定しない場合は、スレッシュホールドはトンネ

リングされたレイヤ 2 プロトコルの各タイプに適用されます。指定
できる範囲は 1 ～ 4096 です。デフォルトでは、スレッシュホールド
は設定されていません。

（注） このインターフェイスに廃棄スレッシュホールドも設定し
ている場合、シャットダウンスレッシュホールド値は、廃棄
スレッシュホールド値以上に設定する必要があります。

ステップ 6 l2protocol-tunnel drop-threshold 
[point-to-point [pagp | lacp | udld]] 
value

（任意）カプセル化で許容される毎秒あたりのパケット数のスレッ

シュホールドを設定します。設定されたスレッシュホールドを超え

ると、インターフェイスはパケットを廃棄します。プロトコルのオ

プションを何も指定しない場合は、スレッシュホールドはトンネリ

ングされたレイヤ 2 プロトコルの各タイプに適用されます。指定で
きる範囲は 1 ～ 4096 です。デフォルトでは、スレッシュホールドは
設定されていません。

（注） このインターフェイスにシャットダウン スレッシュホール
ドも設定している場合、廃棄スレッシュホールド値は、
シャットダウンスレッシュホールド値以下に設定する必要
があります。

ステップ 7 no cdp enable インターフェイスの CDP をディセーブルにします。

ステップ 8 spanning-tree bpdufilter enable インターフェイスの BPDU フィルタリングをイネーブルにします。

ステップ 9 exit グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 10 errdisable recovery cause l2ptguard （任意）レイヤ 2 最大レート エラーからの回復メカニズムを設定し
て、インターフェイスが再度イネーブルになり、再試行できるよう

にします。デフォルトでは、errdisable 回復はディセーブルになって
います。イネーブルにした場合、デフォルトのインターバルは 300
秒です。

ステップ 11 l2protocol-tunnel cos value （任意）トンネリングされたすべてのレイヤ 2 PDU に対して CoS 値
を設定します。設定できる範囲は 0 ～ 7 です。デフォルトは、イン
ターフェイスのデフォルト CoS 値です。設定されていない場合、デ
フォルト値は 5 です。

ステップ 12 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 13 show l2protocol 設定済みのプロトコル、スレッシュホールド、およびカウンタを含

めて、スイッチのレイヤ 2 トンネル ポートを表示します。

ステップ 14 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明
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カスタマー スイッチの設定

SP エッジ スイッチを設定したあとで、カスタマー スイッチで EtherChannel に対するレイヤ 2 プロ
トコル トンネリングを設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

インターフェイスをデフォルト設定に戻すには、no switchport mode trunk、no udld enable、およ
び no channel group channel-group-number mode desirableインターフェイス コンフィギュレーショ
ン コマンドを使用します。

EtherChannel に対しては、SP エッジ スイッチおよびカスタマー スイッチの両方でレイヤ 2 プロト
コル トンネリングを設定する必要があります（図 17-6 [p.17-11] を参照）。

次に、SP のエッジ スイッチ 1 およびエッジ スイッチ 2 を設定する例を示します。VLAN 17、18、
19、および 20 はアクセス VLAN で、ファスト イーサネットのインターフェイス 1 および 2 は PAgP
および UDLD がイネーブルに設定されているポイントツーポイント トンネル ポートです。また、
廃棄スレッシュホールドは 1000 で、ファスト イーサネットのインターフェイス 3 はトランク ポー
トです。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id 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。設
定は、カスタマー スイッチ ポートに対してのみ行います。

ステップ 3 switchport trunk encapsulation dot1q IEEE 802.1Q にトランキング カプセル化形式を設定します。

ステップ 4 switchport mode trunk インターフェイス上でトランキングをイネーブルにします。

ステップ 5 udld enable インターフェイスで normalモードの UDLD をイネーブルにします。

ステップ 6 channel-group channel-group-number 
mode desirable

インターフェイスをチャネル グループに割り当て、PAgP モードに
desirable を指定します。EtherChannel の設定の詳細については、第
34 章「EtherChannel の設定」を参照してください。

ステップ 7 exit グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 8 interface port-channel port-channel 
number

ポートチャネル インターフェイス モードを開始します。

ステップ 9 shutdown インターフェイスをシャットダウンします。

ステップ 10 no shutdown インターフェイスをイネーブルにします。

ステップ 11 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 12 show l2protocol 設定済みのプロトコル、スレッシュホールド、およびカウンタを含

めて、スイッチのレイヤ 2 トンネル ポートを表示します。

ステップ 13 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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SP エッジ スイッチ 1 の設定です。

Switch(config)# interface fastethernet1/0/1
Switch(config-if)# switchport access vlan 17
Switch(config-if)# switchport mode dot1q-tunnel
Switch(config-if)# l2protocol-tunnel point-to-point pagp
Switch(config-if)# l2protocol-tunnel point-to-point udld
Switch(config-if)# l2protocol-tunnel drop-threshold point-to-point pagp 1000
Switch(config-if)# exit
Switch(config)# interface fastethernet1/0/2
Switch(config-if)# switchport access vlan 18
Switch(config-if)# switchport mode dot1q-tunnel
Switch(config-if)# l2protocol-tunnel point-to-point pagp
Switch(config-if)# l2protocol-tunnel point-to-point udld
Switch(config-if)# l2protocol-tunnel drop-threshold point-to-point pagp 1000
Switch(config-if)# exit
Switch(config)# interface fastethernet1/0/3
Switch(config-if)# switchport trunk encapsulation isl
Switch(config-if)# switchport mode trunk

SP エッジ スイッチ 2 の設定です。

Switch(config)# interface fastethernet1/0/1
Switch(config-if)# switchport access vlan 19
Switch(config-if)# switchport mode dot1q-tunnel
Switch(config-if)# l2protocol-tunnel point-to-point pagp
Switch(config-if)# l2protocol-tunnel point-to-point udld
Switch(config-if)# l2protocol-tunnel drop-threshold point-to-point pagp 1000
Switch(config-if)# exit
Switch(config)# interface fastethernet1/0/2
Switch(config-if)# switchport access vlan 20
Switch(config-if)# switchport mode dot1q-tunnel
Switch(config-if)# l2protocol-tunnel point-to-point pagp
Switch(config-if)# l2protocol-tunnel point-to-point udld
Switch(config-if)# l2protocol-tunnel drop-threshold point-to-point pagp 1000
Switch(config-if)# exit
Switch(config)# interface fastethernet1/0/3
Switch(config-if)# switchport trunk encapsulation isl
Switch(config-if)# switchport mode trunk
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次に、サイト 1 でカスタマー スイッチを設定する例を示します。ファスト イーサネットのインター
フェイス 1、2、3、および 4 は IEEE 802.1Q トランキング用に設定され、UDLD はイネーブルにな
ります。また、EtherChannel グループ 1 はイネーブルで、ポート チャネルはシャットダウンされ、
さらに EtherChannel 設定のアクティブ化がイネーブルになります。

Switch(config)# interface fastethernet1/0/1
Switch(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# udld enable
Switch(config-if)# channel-group 1 mode desirable
Switch(config-if)# exit
Switch(config)# interface fastethernet1/0/2
Switch(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# udld enable
Switch(config-if)# channel-group 1 mode desirable
Switch(config-if)# exit
Switch(config)# interface fastethernet1/0/3
Switch(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# udld enable
Switch(config-if)# channel-group 1 mode desirable
Switch(config-if)# exit
Switch(config)# interface fastethernet1/0/4
Switch(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# udld enable
Switch(config-if)# channel-group 1 mode desirable
Switch(config-if)# exit
Switch(config)# interface port-channel 1
Switch(config-if)# shutdown
Switch(config-if)# no shutdown
Switch(config-if)# exit

トンネリング ステータスのモニタおよびメンテナンス
表 17-2に、IEEE 802.1Q およびレイヤ 2 プロトコル トンネリングをモニタおよびメンテナンスする
ためのイネーブル EXEC コマンドを表示します。

これらの表示の詳細については、このリリースのコマンド リファレンスを参照してください。

表 17-2 トンネリングのモニタおよびメンテナンスのためのコマンド

コマンド 説明

clear l2protocol-tunnel counters レイヤ 2 プロトコル トンネリング ポート上のプロトコル カウンタを消
去します。

show dot1q-tunnel スイッチの IEEE 802.1Q トンネル ポートを表示します。

show dot1q-tunnel interface interface-id 特定のインターフェイスがトンネル ポートかどうかを確認します。

show l2protocol-tunnel レイヤ 2 プロトコル トンネリング ポートについての情報を表示します。

show errdisable recovery レイヤ 2 プロトコルトンネル errdisable ステートからの回復タイマーが、
イネーブルかどうかを確認します。

show l2protocol-tunnel interface interface-id 特定のレイヤ 2 プロトコル トンネリング ポートについての情報を表示
します。

show l2protocol-tunnel summary レイヤ 2 プロトコルのサマリー情報のみを表示します。

show vlan dot1q tag native スイッチ上でのネイティブ VLAN タギングのステータスを表示します。
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STP の設定

この章では、Catalyst 3750スイッチのポートベースの VLAN（仮想 LAN）に Spanning-Tree Protocol
（STP; スパニングツリー プロトコル）を設定する方法について説明します。スイッチは、IEEE 802.1D
標準に基づく Per-VLAN Spanning-Tree plus（PVST+）プロトコルとシスコ独自の拡張機能、または
IEEE 802.1w 標準に基づく Rapid Per-VLAN Spanning-Tree plus（Rapid PVST+）プロトコルを使用し
ます。スイッチ スタックは、ネットワークの他の部分からは単一のスパニングツリー ノードとみ
なされ、すべてのスタック メンバーが同じブリッジ ID を使用します。特に注記がないかぎり、ス
イッチという用語は、スタンドアロン スイッチとスイッチ スタックを意味します。

Multiple Spanning-Tree Protocol（MSTP; マルチプル スパニングツリー プロトコル）と複数の VLAN
を同じスパニングツリー インスタンスに対応付ける方法の詳細については、第 19 章「MSTP の設
定」を参照してください。また、PortFast、UplinkFast、ルート ガードなどの他のスパニングツリー
機能の詳細については、第 20 章「オプションのスパニングツリー機能の設定」を参照してください。

（注） この章で使用されるコマンドの構文および使用方法の詳細については、このリリースのコマンド リ
ファレンスを参照してください。

この章で説明する内容は、次のとおりです。

• スパニングツリー機能の概要（p.18-2）

• スパニングツリー機能の設定（p.18-14）

• スパニングツリー ステータスの表示（p.18-26）
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スパニングツリー機能の概要

ここでは、次の概要について説明します。

• STP の概要（p.18-2）

• スパニングツリー トポロジーと BPDU（p.18-3）

• ブリッジ ID、スイッチ プライオリティ、および拡張システム ID（p.18-5）

• スパニングツリー インターフェイスのステート（p.18-6）

• スイッチまたはポートがルート スイッチまたはルート ポートになる方法（p.18-9）

• スパニングツリーおよび冗長接続（p.18-9）

• スパニングツリー アドレスの管理（p.18-10）

• 接続を維持するための有効期間の短縮（p.18-10）

• スパニングツリー モードとプロトコル（p.18-11）

• スパニングツリー インスタンスのサポート（p.18-11）

• スパニングツリーのインターオペラビリティと下位互換性（p.18-12）

• STP および IEEE 802.1Q トランク（p.18-12）

• VLAN ブリッジ スパニングツリー（p.18-13）

• スパニングツリーとスイッチ スタック（p.18-13）

設定の詳細については、「スパニングツリー機能の設定」（p.18-14）を参照してください。

オプションのスパニングツリー機能の詳細については、第 20 章「オプションのスパニングツリー
機能の設定」を参照してください。

STP の概要
STP は、ネットワーク内のループを防ぎながらパスの冗長性を実現するレイヤ 2 リンク管理プロト
コルです。レイヤ 2 イーサネット ネットワークが正常に動作するのは、任意の 2 つのステーション
間にアクティブ パスが 1 つだけ存在する場合です。エンド ステーション間に複数のアクティブ パ
スがあると、ネットワーク内でループが発生する原因になります。ネットワークにループが存在す

ると、エンド ステーションが重複したメッセージを受信する可能性があります。また、スイッチが
複数のレイヤ 2 インターフェイス上のエンド ステーション MAC（メディア アクセス制御）アドレ
スを学習する可能性もあります。このような状態ではネットワークが不安定になります。スパニン

グツリーの動作はエンド ステーションにとってトランスペアレントであるため、エンド ステー
ション側では、1 つの LAN セグメントに接続されているのか、それとも複数のセグメントからなる
スイッチド LAN に接続されているのかを認識できません。

STP は、スパニングツリー アルゴリズムを使用して、冗長接続されたネットワークのいずれかのス
イッチをスパニングツリーのルートとして選択します。アルゴリズムは、アクティブ トポロジー内
のポートの役割に基づいて各ポートに役割を割り当てることで、スイッチド レイヤ 2 ネットワーク
を経由する最適なループフリー パスを計算します。

• ルート ― スパニングツリー トポロジーに対して選択されたフォワーディング ポート

• 指定 ― 各スイッチド LAN セグメントに対して選択されたフォワーディング ポート

• 代替 ― スパニングツリー内のルート ブリッジへの代替パスを提供するブロッキング ポート

• バックアップ ― ループバック構成内のブロッキング ポート

すべてのポートが指定ポートまたはバックアップ ポートになっているスイッチは、ルート スイッ
チです。少なくとも 1 つのポートが指定ポートになっているスイッチは指定スイッチと呼ばれま
す。
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スパニングツリーは、冗長データパスを強制的にスタンバイ（ブロック）ステートにします。スパ

ニングツリーの 1 つのネットワーク セグメントで障害が発生し、かつ冗長パスが存在する場合、ス
パニングツリー アルゴリズムはスパニングツリー トポロジーを再計算し、スタンバイ パスをアク
ティブにします。スイッチは、定期的に Bridge Protocol Data Unit（BPDU; ブリッジ プロトコル デー
タ ユニット）と呼ばれるスパニングツリー フレームを送受信します。スイッチはこのようなフレー
ムを転送せずに、フレームを使用してループフリー パスを構築します。BPDU には、スイッチおよ
び MAC アドレス、スイッチのプライオリティ、ポートのプライオリティ、パス コストなど、送信
スイッチとそのポートに関する情報が格納されています。スパニングツリーは、この情報を使用し

て、スイッチド ネットワークのルート スイッチおよびルート ポート、さらに、各スイッチド セグ
メント用のルート ポートおよび指定ポートを選択します。

スイッチ上の 2 つのポートがループの一部になっている場合は、スパニングツリー ポート プライ
オリティおよびパス コストの設定によって、フォワーディング ステートになるポートとブロッキ
ング ステートになるポートが決まります。スパニングツリー ポート プライオリティ値は、ネット
ワーク トポロジー内でのポートの位置を表すとともに、ポートがトラフィックを伝送するために適
した位置にあるかどうかを表します。パス コスト値は、メディア速度を表します。

（注） Cisco IOS Release 12.2(18)SE 以降のリリースでは、スイッチは（接続が有効であることを確認する
ために）Small Form-Factor Pluggable（SFP）モジュールがないインターフェイスのみにキープアラ
イブ メッセージを送信します。

スパニングツリー トポロジーと BPDU
アクティブで安定したスイッチド ネットワークのスパニングツリー トポロジーは、次の要素に
よって決まります。

• 各スイッチの各 VLAN に対応付けられた固有のブリッジ ID（スイッチ プライオリティおよび
MAC アドレス）スイッチ スタックでは、すべてのスイッチが指定のスパニングツリー インス
タンスに対して同じブリッジ ID を使用します。

• ルート スイッチへのスパニングツリー パス コスト

• 各レイヤ 2 インターフェイスに対応付けられたポート識別子（ポート プライオリティおよび
MAC アドレス）

ネットワーク内のスイッチの電源がオンになっている場合、各スイッチがルート スイッチとして機
能します。各スイッチは、そのすべてのポートを介してコンフィギュレーション BPDU を送信しま
す。BPDU によってスパニングツリー トポロジーの通信と計算が行われます。各コンフィギュレー
ション BPDU には、次の情報が格納されています。

• 送信スイッチがルート スイッチとして識別するスイッチの一意のブリッジ ID

• ルートへのスパニングツリー パス コスト

• 送信スイッチのブリッジ ID

• メッセージ有効期間

• 送信インターフェイスの識別子

• hello タイマー、転送遅延タイマー、および最大エージング プロトコル タイマーの値

スイッチは、優位の 情報（低ブリッジ ID 値、低パス コスト値など）を持つコンフィギュレーショ
ン BPDU を受信すると、そのポートの情報を保存します。スイッチは、ルート ポートでこの BPDU
を受信すると、そのスイッチが指定スイッチとなっているすべての接続 LAN に、この BPDU を更
新メッセージと一緒に転送します。
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スイッチは、現在ポートに保存されている情報よりも下位の情報が含まれたコンフィギュレーショ

ン BPDU を受信すると、その BPDU を廃棄します。スイッチが下位 BPDU の受信元 LAN の指定ス
イッチである場合、そのスイッチはそのポート用に保存されている最新情報の BPDU をその LAN
に送信します。これによって下位の情報は廃棄され、優位の情報がネットワークを伝播します。

BPDU の交換により、次の処理が実行されます。

• ネットワーク内の 1 つのスイッチがルート スイッチとして選択されます（スイッチド ネット
ワーク内のスパニングツリー トポロジーの論理的な中心）。スイッチ スタックでは、1 つのス
タック メンバーがスタック ルート スイッチとして選択されます。図 18-1（p.18-5）に示すとお
り、スタック ルート スイッチには出力ルート ポート（スイッチ 1）が含まれます。

各 VLAN で、スイッチ プライオリティの最も高い（プライオリティ値が最小の）スイッチが、
ルート スイッチとして選択されます。すべてのスイッチがデフォルトのプライオリティ
（32768）で設定されている場合は、VLAN 内で最小の MAC アドレスを持つスイッチがルート
スイッチになります。表 18-1（p.18-5）に示すとおり、スイッチ プライオリティ値は、ブリッ
ジ ID の最優位ビットを占めます。

• 各スイッチにルート ポート 1 つが選択されます（ルート スイッチを除く）。このポートは、そ
のスイッチからルート スイッチへパケットを転送するのに最適なパス（最も低コストのパス）
となります。

スパニングツリーは、次の順序でスイッチ スタックのルート ポートを選択します。

－ 最小のルート ブリッジ ID を選択します。

－ ルート スイッチへのパス コストが最小のものを選択します。

－ 最小の指定ブリッジ ID を選択します。

－ 最小の指定パス コストを選択します。

－ 最小のポート ID を選択します。

スタック ルート スイッチの 1 つの出力ポートだけが、ルート ポートとして選択されます。図
18-1（p.18-5）に示すとおり、スタック内の残りのスイッチは指定スイッチ（スイッチ 2 および
スイッチ 3）になります。

• パス コストに基づいて、各スイッチからルート スイッチまでの最短距離が計算されます。

• LAN セグメントごとに指定スイッチが選択されます。指定スイッチは、その LAN からルート
スイッチにパケットを転送する場合に最もコストの低いパスを選びます。指定スイッチと LAN
の接続に使用されるポートを指定ポートと呼びます。
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図 18-1 スイッチ スタックのスパニングツリー ポートのステート

スイッチド ネットワークの起点に関わらず、ルート スイッチに到達する必要のないパスはすべて、
スパニングツリー ブロックキング モードになります。

ブリッジ ID、スイッチ プライオリティ、および拡張システム ID
IEEE 802.1D 規格では、各スイッチには一意のブリッジ識別子（ブリッジ ID）を割り当てる必要が
あります。これによってルート スイッチの選択が決定されます。各 VLAN は、PVST+ および Rapid
PVST+ 搭載の異なる論理ブリッジとみなされるため、各スイッチに設定されている VLAN はそれ
ぞれ異なるブリッジ ID を備えている必要があります。スイッチ上の各 VLAN には一意の 8 バイト
ブリッジ ID が割り当てられています。最上位の 2 バイトはスイッチのプライオリティに使用し、残
りの 6 バイトは、スイッチの MAC アドレスとなっています。

スイッチは IEEE 802.1t スパニングツリー拡張機能をサポートし、以前にスイッチのプライオリティ
が使用していたビットのいくつかは、現在 VLAN ID として使用されています。その結果、ブリッ
ジ ID の固有性を維持しながら、スイッチ用に予約される MAC アドレスが少なくなり、サポートで
きる VLAN ID の範囲は大きくなっています。表 18-1 に示すように、以前スイッチのプライオリ
ティが使用していた 2 バイトは、4 ビット プライオリティ値と、VLAN ID に等しい 12 ビット拡張
システム ID に再割り当てされています。

 1
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表 18-1 スイッチ プライオリティ値および拡張システム ID

スイッチ プライオリティ値 拡張システム ID（VLAN ID と等価に設定）
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32768 16384 8192 4096 2048 1024 512 256 128 64 32 16 8 4 2 1
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スパニングツリーは、拡張システム ID、スイッチ プライオリティ、および割り当てられたスパニ
ングツリー MAC アドレスを使用して、各 VLAN の一意のブリッジ ID が重複しないようにします。
スイッチ スタックはネットワークの他の部分からは単一のスイッチとみなされるため、スタック内
のすべてのスイッチが指定のスパニングツリーに対して同じブリッジ ID を使用します。スタック
マスターに障害が生じると、スタック メンバーは新たなスタック メンバーの新規 MAC アドレスに
基づいて、すべての実行スパニングツリーのブリッジ ID を再計算します。

拡張システム ID のサポートは、手動によるルート スイッチ、セカンダリ ルート スイッチ、および
VLAN のスイッチ プライオリティの設定方法に影響します。たとえば、スイッチ プライオリティ
値を変更すると、スイッチがルート スイッチとして選択される可能性が変更されます。大きい値を
設定すると可能性が減り、小さい値を設定すると可能性が増します。詳細については、「ルート ス
イッチの設定」（p.18-17）、「セカンダリ ルート スイッチの設定」（p.18-19）、および「VLAN のス
イッチ プライオリティの設定」（p.18-22）を参照してください。

スパニングツリー インターフェイスのステート
プロトコル情報がスイッチド LAN を通過するときに、伝播遅延が生じることがあります。その結
果、スイッチド ネットワークのさまざまな時点および場所でトポロジーの変更が発生します。イン
ターフェイスがスパニングツリー トポロジーに含まれていない状態からフォワーディング ステー
トに直接移行すると、一時的にデータ ループが形成される可能性があります。インターフェイス
は、新しいトポロジー情報がスイッチド LAN 経由で伝達されるまで待機し、その後、フレーム転
送を開始する必要があります。また、古いトポロジーで転送されたフレームの存続時間を満了させ

ることも必要です。

スパニングツリーを使用するスイッチ上の各レイヤ 2 インターフェイスは、次のステートのいずれ
かになります。

• ブロッキング ― インターフェイスは、フレーム転送に参加していない状態です。

• リスニング ― インターフェイスがフレーム転送に参加すべきであるとスパニングツリーが判
断した場合に、ブロッキング ステート後最初に開始する移行ステートです。

• ラーニング ― インターフェイスは、フレーム転送に参加する準備をしている状態です。

• フォワーディング ― インターフェイスはフレームを転送します。

• ディセーブル ― インターフェイスは、ポートのシャットダウン、ポート上のリンク欠落、ポー
トで稼働するスパニングツリー インスタンスが存在しないことなどが原因で、スパニングツ
リーに参加していない状態です。

インターフェイスは、次のようにステートを移行します。

• 初期化からブロッキング

• ブロッキングからリスニングまたはディセーブル

• リスニングからラーニングまたはディセーブル

• ラーニングからフォワーディングまたはディセーブル

• フォワーディングからディセーブル

図 18-2 に、インターフェイスがステートを移行する様子を示します。
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図 18-2 スパニングツリー インターフェイスのステート

スイッチの電源を投入すると、スパニングツリーはデフォルトでイネーブルになり、スイッチ、

VLAN、またはネットワークのすべてのインターフェイスは、ブロッキング ステートを経てリスニ
ングおよびラーニングという移行ステートに進みます。スパニングツリーは、各インターフェイス

を、フォワーディング ステートまたはブロッキングステートで安定させます。

スパニングツリー アルゴリズムによってレイヤ 2 インターフェイスがフォワーディング ステート
になる場合には、次のプロセスが発生します。

1. インターフェイスはリスニング ステートになり、スパニングツリーはインターフェイスをブ
ロッキング ステートに移行するよう指示するプロトコル情報を待ちます。

2. スパニングツリーは、転送遅延タイマーの満了を待ってインターフェイスをラーニング ステー
トに移行し、転送遅延タイマーをリセットします。

3. ラーニング ステートでは、インターフェイスは引き続きフレーム転送をブロックし、その間に
スイッチは転送データベースのエンド ステーションのロケーション情報を学習します。

4. 転送遅延タイマーが満了すると、スパニングツリーはインターフェイスをフォワーディング ス
テートに移行し、ここでラーニングとフレーム転送の両方がイネーブルになります。

ブロッキング ステート

ブロッキング ステートのレイヤ 2 インターフェイスは、フレーム転送に参加しません。初期化後、
スイッチの各インターフェイスに BPDU が送信されます。スイッチは最初、他のスイッチと BPDU
を交換するまでルートとして動作します。この交換により、ネットワーク上のどのスイッチがルー

ト（またはルート スイッチ）であるかが確定します。ネットワークにスイッチが 1 つしか存在しな
い場合は、BPDU 交換は行われず、転送遅延タイマーが満了し、インターフェイスはリスニング ス
テートに移行します。初期化後、インターフェイスは常にブロッキング ステートになります。

ブロッキング ステートのインターフェイスは、次の処理を実行します。

• インターフェイスで受信したフレームを廃棄します。

• 別のインターフェイスから転送用にスイッチングされたフレームを廃棄します。

• アドレスを学習しません。

• BPDU を受信します。

43
56

9
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リスニング ステート

リスニング ステートは、レイヤ 2 インターフェイスがブロッキング ステートを経て移行する最初
のステートです。このインターフェイスはフレーム転送に参加すべきであるとスパニングツリーが

判断した場合、インターフェイスはこのステートになります。

リスニング ステートのインターフェイスは、次の処理を実行します。

• インターフェイスで受信したフレームを廃棄します。

• 別のインターフェイスから転送用にスイッチングされたフレームを廃棄します。

• アドレスを学習しません。

• BPDU を受信します。

ラーニング ステート

ラーニング ステートのレイヤ 2 インターフェイスは、フレーム転送に参加する準備をしています。
インターフェイスは、リスニング ステートからラーニング ステートへ移行します。

ラーニング ステートのインターフェイスは、次の処理を実行します。

• インターフェイスで受信したフレームを廃棄します。

• 別のインターフェイスから転送用にスイッチングされたフレームを廃棄します。

• アドレスを学習します。

• BPDU を受信します。

フォワーディング ステート

フォワーディング ステートのレイヤ 2 インターフェイスは、フレームを転送します。インターフェ
イスは、ラーニング ステートからフォワーディング ステートへ移行します。

フォワーディング ステートのインターフェイスは、次の処理を実行します。

• インターフェイスで受信したフレームを受け入れ、転送します。

• 別のインターフェイスからスイッチングされたフレームを転送します。

• アドレスを学習します。

• BPDU を受信します。

ディセーブル ステート

ディセーブル ステートのレイヤ 2 インターフェイスは、フレーム転送やスパニングツリーに参加し
ません。ディセーブル ステートのインターフェイスは、動作不能です。

ディセーブルになったインターフェイスは、次の処理を実行します。

• インターフェイスで受信したフレームを廃棄します。

• 別のインターフェイスから転送用にスイッチングされたフレームを廃棄します。

• アドレスを学習しません。

• BPDU は受信しません。
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スイッチまたはポートがルート スイッチまたはルート ポートになる方法
ネットワーク内のすべてのスイッチがデフォルトのスパニングツリー設定でイネーブルな場合は、

最小の MAC アドレスを持つスイッチがルート スイッチになります。図 18-3では、スイッチ A が
ルート スイッチに選択されています。すべてのスイッチでスイッチ プライオリティがデフォルト
（32768）に設定されており、スイッチ A の MAC アドレスが最小であるためです。ただし、トラ
フィック パターン、転送インターフェイスの数、またはリンク タイプによっては、スイッチ A が
最適なルート ブリッジであるとは限りません。最適なスイッチのプライオリティを上げる（プライ
オリティの数値を小さくする）ことによって、そのスイッチをルート スイッチに設定すれば、最適
なスイッチをルートとして持つ新しいスパニングツリー トポロジーを形成するよう、強制的に再計
算できます。

図 18-3 スパニングツリー トポロジー

スパニングツリー トポロジーをデフォルトのパラメータに基づいて計算すると、スイッチド ネッ
トワーク上の送信元から宛先エンド ステーションまでのパスが最適にならない可能性があります。
たとえば、ルート ポートよりもプライオリティの高いインターフェイスに、より高速のリンクを接
続すると、ルート ポートが変更されます。重要なのは、最も高速のリンクをルート ポートにする
ことです。

たとえば、スイッチ B の 1 つのポートがギガビット イーサネット リンクであり、同じスイッチの
別のポート（10/100 リンク）がルート ポートになっていると仮定します。ネットワーク トラフィッ
クはギガビット イーサネット リンクに流す方が効率的です。ギガビット イーサネット ポートのス
パニングツリー ポート プライオリティをルート ポートよりも高く（数値を小さく）すれば、ギガ
ビット イーサネット ポートが新しいルート ポートになります。

スパニングツリーおよび冗長接続

図 18-4に示すように、2 つのスイッチ インターフェイスを別のデバイス、または 2 台の異なるデバ
イスに接続することにより、スパニングツリーを使用して冗長バックボーンを作成できます。スパ

ニングツリーは、一方のインターフェイスを自動的にディセーブルにしますが、他方のインター

フェイスに障害が発生すると、ディセーブルになっていたインターフェイスをイネーブルにしま

す。一方のリンクが高速で、他方が低速の場合、常に低速の方のリンクがディセーブルになります。

2 つのリンクの速度が同じ場合、ポート プライオリティとポート ID が加算され、値が小さいリン
クがスパニングツリーによってディセーブルにされます。
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図 18-4 スパニングツリーおよび冗長接続

EtherChannel グループを使用して、スイッチ間に冗長リンクを作成することもできます。詳細につ
いては、第 34 章「EtherChannel の設定」を参照してください。

スパニングツリー アドレスの管理
IEEE 802.1D には、さまざまなブリッジ プロトコルが使用するマルチキャスト アドレスとして、
0x00180C2000000 ～ 0x0180C2000010 の範囲のアドレスが 17 個規定されています。このアドレスは
スタティック アドレスなので削除できません。

スパニングツリー ステートに関係なく、スタック内の各スイッチは 0x0180C2000000 ～ 
0x0180C200000F のアドレス宛のパケットを受信しますが、転送は行いません。

スパニングツリーがイネーブルな場合、スタック内の各スイッチの CPU は 0x0180C2000000 および
0x0180C2000010 宛てのパケットを受信します。スパニングツリーがディセーブルな場合は、スタッ
ク内の各スイッチは、それらのパケットを不明のマルチキャスト アドレスとして転送します。

接続を維持するための有効期間の短縮

ダイナミック アドレスの有効期間のデフォルト値は 5 分であり、mac-address-table aging-time グ
ローバル コンフィギュレーション コマンドによるデフォルト設定です。ただし、スパニングツリー
の再構成により、多数のステーション ロケーションが変更される場合があります。このようなス
テーションには、再構成中、5 分以上にわたって到達できないことがあるので、アドレス テーブル
からステーション アドレスを削除し、改めて学習できるように、アドレス有効期間が短縮されま
す。短縮された有効期間は、スパニングツリーの再構成時には、転送遅延パラメータの値

（spanning-tree vlan vlan-id forward-time secondsグローバル コンフィギュレーション コマンド）と
同じです。

1 つ 1 つの VLAN は独立したスパニングツリー インスタンスなので、スイッチは VLAN 単位で有
効期間を短縮します。ある VLAN でスパニングツリーの再構成が行われると、その VLAN で学習
されたダイナミック アドレスが有効期間短縮の対象になることがあります。他の VLAN のダイナ
ミック アドレスは影響を受けず、スイッチで設定された有効期間がそのまま適用されます。

10
12
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スパニングツリー モードとプロトコル
スイッチは、次のスパニングツリー モードとプロトコルをサポートしています。

• PVST+ ― このスパニングツリー モードは、IEEE 802.1D 標準とシスコ独自の拡張機能に基づい
ています。これは、すべてのイーサネット ポートベースの VLAN で使用されるデフォルトの
スパニングツリー モードです。PVST+ は、スイッチがサポートする最大数の各 VLAN で稼働
し、それぞれがネットワーク経由のループフリー パスを保持するように保証します。

PVST+ は、それが稼働する VLAN にレイヤ 2 ロード バランシングを提供します。ネットワー
ク上で VLAN を使用して異なる論理トポロジーを作成し、すべてのリンクが使用されるが、ど
のリンクもオーバーサブスクライブされないように保証できます。VLAN 上の各 PVST+ イン
スタンスは、単一のルート スイッチを持ちます。このルート スイッチは、ネットワーク内の
他のすべてのスイッチに VLAN に関連するスパニングツリー情報を伝播します。各スイッチが
ネットワークに関する同じ情報を持つため、このプロセスによってネットワーク トポロジーは
確実に維持されます。

• Rapid PVST+ ― このスパニングツリー モードは、IEEE 802.1w 標準に基づく高速コンバージェ
ンスを使用する点を除けば、PVST+ と同じです。高速コンバージェンスを実現するため、Rapid
PVST+ はトポロジー変更を受け取るとすぐに、動的に学習した MAC アドレス エントリをポー
ト単位で削除します。対照的に、PVST+ は、動的に学習した MAC アドレス エントリに対して
短いエージング タイムを使用します。

Rapid PVST+ は、PVST+ と同じ設定（上記の点を除き）を使用するため、スイッチには最低限
の設定を追加するだけで済みます。Rapid PVST+ の利点は、複雑な MSTP 設定を習得する必要
もネットワークを再プロビジョンする必要もなく、大規模な PVST+ インストール ベースを
Rapid PVST+ へ移行できる点です。Rapid PVST+ モードでは、各 VLAN がサポートできる最大
数の専用のスパニングツリー インスタンスを稼働します。

• MSTP ― このスパニングツリー モードは、IEEE 802.1s 標準に基づいています。複数の VLAN
を同じスパニングツリー インスタンスに対応付け、多数の VLAN をサポートするために必要
なスパニングツリー インスタンス数を削減できます。MSTP は、RSTP の上で稼働します（IEEE
802.1w に基づき）。これは、転送遅延をなくし、ルート ポートと指定ポートを迅速にフォワー
ディング ステートへ移行することで、スパニングツリーの高速コンバージェンスに対応しま
す。スイッチ スタックでは、Cross-Stack Rapid Transition（CSRT）機能が RSTP と同じ機能を実
行します。RSTPまたは CSRTを使用せずに MSTP を稼働することはできません。

MSTP のもっとも一般的な初期配備は、レイヤ 2 スイッチド ネットワークのバックボーンと
ディストリビューション レイヤへの配備です。詳細については、第 19 章「MSTP の設定」を
参照してください。

サポートされるスパニングツリー インスタンス数の詳細については、次のセクションを参照してく
ださい。

スパニングツリー インスタンスのサポート
PVST+ または Rapid PVST+ モードでは、スイッチ スタックは最大 128 のスパニングツリー インス
タンスをサポートします。

MSTP モードでは、スイッチ スタックは最大 65 MST インスタンスをサポートします。特定の MST
インスタンスに対応付け可能な VLAN 数は、無制限です。

スパニングツリーと VLAN Trunk Protocol（VTP;VLAN トランク プロトコル）の相互動作について
は、「スパニングツリーの設定時の注意事項」（p.18-15）を参照してください。
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スパニングツリーのインターオペラビリティと下位互換性

表 18-2に、ネットワーク内でサポートされるスパニングツリー モード間のインターオペラビリティ
と互換性を示します。

MSTP と PVST+ が混在するネットワークでは、Common Spanning-Tree（CST）ルートが MST バッ
クボーンの内部に存在している必要があります。PVST+ スイッチは複数の MST リージョンには接
続できません。

ネットワークに Rapid PVST+ を稼働するスイッチと PVST+ を稼働するスイッチが含まれる場合は、
Rapid PVST+ スイッチと PVST+ スイッチを異なるスパニングツリー インスタンスに設定すること
を推奨します。Rapid PVST+ スパニングツリー インスタンスでは、ルート スイッチは Rapid PVST+
スイッチでなければなりません。PVST+ インスタンスでは、ルート スイッチは PVST+ スイッチで
なければなりません。PVST+ スイッチは、ネットワークのエッジに配置されている必要があります。

すべてのスタック メンバーが同じバージョンのスパニングツリーを稼働します（すべて PVST+、す
べて Rapid PVST+、またはすべて MSTP）。

STP および IEEE 802.1Q トランク
VLAN トランクの IEEE 802.1Q 規格では、ネットワークのスパニングツリー方式にいくつかの制約
があります。この規格では、トランク上で許可されたすべての VLAN に対してスパニングツリー
インスタンスは 1 つのみです。ただし、IEEE 802.1Q トランクを使用して接続したシスコ製スイッ
チで構成されたネットワークでは、スイッチはトランク上で許可された VLANごとに 1 つのスパニ
ングツリー インスタンスを維持します。

IEEE 802.1Q トランクを使用してシスコ製スイッチを他社製のデバイスに接続すると、シスコ製ス
イッチは PVST+ を使用してスパニングツリーのインターオペラビリティを実現します。Rapid
PVST+ がイネーブルの場合は、スイッチは PVST+ の代わりに Rapid PVST+ を使用します。これに
より、トランクの IEEE 802.1Q VLAN のスパニングツリー インスタンスが他社製の IEEE 802.1Q ス
イッチのスパニングツリー インスタンスと結合されます。

ただし、すべての PVST+ または Rapid PVST+ 情報は、他社製の IEEE 802.1Q スイッチ クラウドに
より分離されたシスコ製スイッチによって維持されます。シスコ製スイッチを分離する他社製の

IEEE 802.1Q スイッチ クラウドは、スイッチ間の 1 つのトランク リンクとして取り扱われます。

PVST+ は IEEE 802.1Q トランクで自動的にイネーブルに設定され、ユーザによる設定は必要ありま
せん。アクセス ポートおよび ISL（スイッチ間リンク）トランク ポートでの外部スパニングツリー
動作は、PVST+ によって影響されません。

IEEE 802.1Q トランクの詳細については、第 13 章「VLAN の設定」を参照してください。

表 18-2 PVST+、MSTP、および Rapid PVST+ のインターオペラビリティ

PVST+ MSTP Rapid PVST+

PVST+ あり あり（制限付き） あり（PVST+ へ戻る）

MSTP あり（制限付き） あり あり（PVST+ へ戻る）

Rapid PVST+ あり（PVST+ へ戻る） あり（PVST+ へ戻る） あり
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VLAN ブリッジ スパニングツリー
シスコの VLAN ブリッジ スパニングツリーは、代替ブリッジング機能（ブリッジ グループ）で使
用され、DECnet などの IP 以外のプロトコルを 2 つ以上の VLAN ブリッジ ドメインまたはルーテッ
ド ポート間で伝送します。VLAN ブリッジ スパニングツリーにより、ブリッジ グループは個々の
VLAN スパニングツリーの上部にスパニングツリーを形成できるので、VLAN 間で複数の接続があ
る場合に、ループが形成されないようにします。また、ブリッジングされている VLAN からの個々
のスパニングツリーが単一のスパニングツリーに縮小しないようにする働きもします。

VLAN ブリッジ スパニングツリーをサポートするには、一部のスパニングツリー タイマーを増や
します。代替ブリッジング機能を使用するには、スイッチに Enhanced Multilayer Image（EMI; 拡張
マルチレイヤ イメージ）をインストールする必要があります。詳細については、第 42 章「代替ブ
リッジングの設定」を参照してください。

スパニングツリーとスイッチ スタック
次のことは、スイッチ スタックが PVST+ モードまたは Rapid PVST+ モードで稼働している場合に
当てはまります。

• スイッチ スタックはネットワークの他の部分からは単一のスパニングツリー ノードとみなさ
れるため、すべてのスタック メンバーが指定のスパニングツリーに対して同じブリッジ ID を
使用します。ブリッジ ID は、スタック マスターの MAC（メディア アクセス制御）アドレス
を基にして作成されます。

• 新たなスイッチがスタックに加入すると、そのブリッジ ID はスタック マスターのブリッジ ID
に設定されます。新たに追加されたスイッチが最小の ID を持ち、すべてのスタック メンバー
のルート パス コストが同一の場合は、新たに追加されたスイッチがスタック ルートになりま
す。

• スタック メンバーがスタックを脱退すると、スタック内（スタック外部も含まれる場合があ
る）でスパニングツリーの再コンバージェンスが実行されます。残りのスタック メンバーのう
ち最小のスタック ポート ID を持つものがスタック ルートになります。

• スタック マスターに障害が生じたり、それがスタックから脱退したりした場合は、スタック メ
ンバーの中から新たなスタック マスターが選択され、すべてのスタック メンバーが自分のス
パニングツリー ブリッジ ID を新たなマスターのブリッジ ID に変更します。

• スイッチ スタックがスパニングツリー ルートであり、スタック マスターに障害が生じたか、
スタック マスターがスタックから脱退した場合は、スタック メンバーの中から新たなスタッ
ク マスターが選択され、スパニングツリーの再コンバージェンスが実行されます。

• スイッチ スタック外部の近接スイッチに障害が生じたか、近接スイッチの電源が切断された場
合は、通常のスパニングツリー プロセスが実行されます。スパニングツリーの再コンバージェ
ンスは、アクティブ トポロジー内でスイッチが失われた結果として実行されます。

• スイッチ スタック外部の新たなスイッチがネットワークに追加された場合は、通常のスパニン
グツリー プロセスが実行されます。スパニングツリーの再コンバージェンスは、ネットワーク
内にスイッチが追加された結果として実行されます。

スイッチ スタックの詳細については、第 5 章「スイッチ スタックの管理」を参照してください。
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スパニングツリー機能の設定

ここでは、次の設定について説明します。

• スパニングツリーのデフォルト設定（p.18-14）

• スパニングツリーの設定時の注意事項（p.18-15）

• スパニングツリー モードの変更（p.18-16）（必須）

• スパニングツリーのディセーブル化（p.18-17）（任意）

• ルート スイッチの設定（p.18-17）（任意）

• セカンダリ ルート スイッチの設定（p.18-19）（任意）

• ポート プライオリティの設定（p.18-20）（任意）

• パス コストの設定（p.18-21）（任意）

• VLAN のスイッチ プライオリティの設定（p.18-22）（任意）

• スパニングツリー タイマーの設定（p.18-23）（任意）

スパニングツリーのデフォルト設定

表 18-3に、スパニングツリーのデフォルト設定を示します。

表 18-3 スパニングツリーのデフォルト設定

機能 デフォルト設定

イネーブル ステート VLAN 1 でイネーブルに設定されています。

詳細については、「スパニングツリー インスタン
スのサポート」（p.18-11）を参照してください。

スパニングツリー モード PVST+（Rapid PVST+ と MSTP はディセーブル）

スイッチ プライオリティ 32768

スパニングツリー ポート プライオリティ（インターフェイス単位で
設定可能）

128

スパニングツリー ポート コスト（インターフェイス単位で設定可能） 1000 Mbps： 4

100 Mbps： 19

10 Mbps： 100

スパニングツリー VLAN ポート プライオリティ（VLAN 単位で設定
可能）

128

スパニングツリー VLAN ポート コスト（VLAN 単位で設定可能） 1000 Mbps： 4

100 Mbps： 19

10 Mbps： 100

スパニングツリー タイマー hello タイム：2秒

転送遅延時間：15 秒

最大エージング タイム：20 秒

送信ホールド カウント：6 BPDU
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スパニングツリーの設定時の注意事項

各スタック メンバーは専用のスパニングツリーを稼働し、スタック全体はネットワークの他の部分
からは単一のスイッチとしてみなされます。

VTP にスパニングツリー インスタンスよりも多くの VLAN が定義されている場合、PVST+ または
Rapid PVST+ をイネーブルにできるのは、スイッチ スタックあたり 128 の VLAN に限られます。残
りの VLAN は、スパニングツリーをディセーブルにした状態で動作します。ただし、MSTP を使用
して複数の VLAN を同じスパニングツリーに対応付けられます。詳細については、第 19 章「MSTP
の設定」を参照してください。

128 のスパニングツリー インスタンスがすでに使用されている場合は、VLAN のいずれかでスパニ
ングツリーをディセーブルにしてから、実行したい VLAN 上でスパニングツリーをイネーブルにで
きます。特定の VLAN のスパニングツリーをディセーブルにするには、no spanning-tree vlan vlan-id
グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。特定の VLAN 上のスパニングツリー
をイネーブルにするには、spanning-tree vlan vlan-idグローバル コンフィギュレーション コマンド
を使用します。

注意 スパニングツリーを実行していないスイッチは、VLAN 上のスパニングツリー インスタンスを実
行しているその他のスイッチがループを切断できるように、受信した BPDU を転送します。した
がって、ネットワーク内のすべてのループを阻止できるだけの十分な数のスイッチ上でスパニング

ツリーを実行する必要があります。たとえば、VLAN のループごとに少なくとも 1 台のスイッチ上
でスパニングツリーが実行されていなければなりません。VLAN 内のすべてのスイッチでスパニン
グツリーを稼働する必要はまったくありません。ただし、最小限のスイッチでスパニングツリーを

稼働している場合は、軽率にネットワークを変更すると、VLAN 内に別のループを引き起こし、結
果としてブロードキャスト ストームが発生する可能性があります。

（注） スイッチ上で使用可能なすべてのスパニングツリー インスタンスをすでに使用している場合、VTP
ドメインに VLAN をさらに 1 つ追加すると、そのスイッチ上にスパニングツリーを実行しない
VLAN が作成されます。スイッチのトランク ポートにデフォルトの許可リストが設定されている
と、すべてのトランク ポートに新しい VLAN が割り当てられます。ネットワークのトポロジーに
よっては、新しい VLAN で、切断されないループが作成されることがあります。特に、複数の隣
接スイッチでスパニングツリー インスタンスをすべて使用してしまっている場合は、注意してく
ださい。このような事態を防ぐには、スパニングツリー インスタンスの割り当てを使い切ってい
るスイッチのトランク ポートに、許可リストを設定します。多くの場合、許可リストの設定は不
要です。ただし、許可リストを設定すると、ネットワークに VLAN を追加するときに、より多く
の作業が必要になります。

スパニングツリー コマンドは、VLAN スパニングツリー インスタンスのコンフィギュレーション
を制御します。スパニングツリー インスタンスは、VLAN にインターフェイスを割り当てるときに
作成します。最後のインターフェイスが他の VLAN に移動すると、STP インスタンスは削除されま
す。スパニングツリー インスタンスを作成する前に、スイッチおよびポートのパラメータを設定で
きます。このパラメータは、スパニングツリー インスタンスの作成時に適用されます。

スイッチは PVST+、Rapid PVST+、MSTP をサポートしますが、アクティブにできるバージョンは
一度に 1 つだけです（たとえば、すべての VLAN が PVST+ を稼働する、すべての VLAN が Rapid
PVST+ を稼働する、またはすべての VLAN が MSTP を稼働する）。すべてのスタック メンバーが
同じバージョンのスパニングツリーを稼働します。各種スパニングツリー モードとそれらが相互に
動作する方法の詳細については、「スパニングツリーのインターオペラビリティと下位互換性」

（p.18-12）を参照してください。
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UplinkFast、BackboneFast、クロススタック UplinkFast の設定時の注意事項については、「オプショ
ンのスパニングツリー機能の設定時の注意事項」（p.20-13）を参照してください。

スパニングツリー モードの変更
スイッチは、PVST+、Rapid PVST+、MSTP の 3 つのスパニングツリー モードをサポートしていま
す。デフォルトでは、スイッチは PVST+ プロトコルを使用します。

スパニングツリー モードを変更するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。デ
フォルト モードとは異なるモードをイネーブルにする場合に、次の手順を実行する必要がありま
す。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 spanning-tree mode {pvst | mst | 
rapid-pvst}

スパニングツリー モードを設定します。すべてのスタック メン
バーが同じバージョンのスパニングツリーを稼働します。

• PVST+（デフォルト設定）をイネーブルにするには、pvst を
選択します。

• MSTP（および RSTP）をイネーブルにするには、mst を選択
します。設定手順の詳細については、第 19 章「MSTP の設定」
を参照してください。

• Rapid PVST+ をイネーブルにするには、rapid-pvstを選択しま
す。

ステップ 3 interface interface-id （Rapid PVST+ モードの場合のみ推奨）設定するインターフェイス
を指定し、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。有効なインターフェイスは、物理ポート、VLAN、ポー
ト チャネルなどです。VLAN ID 範囲は 1 ～ 4094、ポート チャネ
ル範囲は 1 ～ 48 です。

ステップ 4 spanning-tree link-type point-to-point （Rapid PVST+ モードの場合のみ推奨）このポートのリンク タイプ
をポイントツーポイントに指定します。

このポート（ローカル ポート）をポイントツーポイント リンク経
由でリモート ポートへ接続し、ローカル ポートが指定ポートに
なった場合は、スイッチはリモート ポートとネゴシエートして、
迅速にローカル ポートをフォワーディング ステートへ変更しま
す。

ステップ 5 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 clear spanning-tree detected-protocols （Rapid PVST+ モードの場合のみ推奨）スイッチ上のポートが IEEE
802.1D レガシー スイッチ上のポートに接続されている場合は、ス
イッチ全体のプロトコル移行プロセスを再起動します。

指定スイッチにより、このスイッチで稼働されているのが Rapid
PVST+ であることが検出された場合は、このステップは任意で
行ってください。

ステップ 7 show spanning-tree summary

および

show spanning-tree interface interface-id

設定を確認します。

ステップ 8 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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デフォルト設定に戻すには、no spanning-tree mode グローバル コンフィギュレーション コマンド
を使用します。ポートをデフォルト設定に戻すには、no spanning-tree link-type インターフェイス
コンフィギュレーション コマンドを使用します。

スパニングツリーのディセーブル化

スパニングツリーは、デフォルトで VLAN 1 および新規に作成されたすべての VLAN 上で、「スパ
ニングツリー インスタンスのサポート」（p.18-11）に示したスパニングツリーの限度を上限として
イネーブルに設定されています。スパニングツリーをディセーブルにするのは、ネットワーク トポ
ロジーにループがないことが確実な場合だけにしてください。

注意 スパニングツリーがディセーブルで、かつ、トポロジーにループが存在していると、余分なトラ

フィックが発生し、パケットの重複が無限に繰り返されることによって、ネットワークのパフォー

マンスが大幅に低下します。

VLAN 単位でスパニングツリーをディセーブルにするには、イネーブル EXEC モードで次の手順を
実行します。この手順は任意です。

スパニングツリーを再度イネーブルにするには、spanning-tree vlan vlan-idグローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。

ルート スイッチの設定
スイッチは、設定されたアクティブ VLAN ごとに 1 つずつ、独立したスパニングツリー インスタ
ンスを維持します。各インスタンスには、スイッチ プライオリティとスイッチ MAC アドレスから
なるブリッジ ID が対応付けられています。各 VLAN で、最小のブリッジ ID を持つスイッチが、そ
の VLAN のルート スイッチになります。

あるスイッチが特定の VLAN のルートになるよう設定するには、spanning-tree vlan vlan-id rootグ
ローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、スイッチ プライオリティをデフォルト値
（32768）から大幅に小さい値に変更します。このコマンドを入力すると、ソフトウェアは、各 VLAN
についてルート スイッチのスイッチ プライオリティをチェックします。拡張システム ID のサポー
トのため、スイッチは、指定された VLAN 上の自身のプライオリティを 24576 に設定します（この
値によって、このスイッチが指定された VLAN のルートになる場合）。

指定された VLAN のいずれかのルート スイッチに 24576 より小さいスイッチ プライオリティが設
定されている場合は、スイッチは指定された VLAN 上の自身のプライオリティを、最小のスイッチ
プライオリティより 4096 だけ小さい値に設定します（表 18-1 [p.18-5] に示すように、4096 は、4
ビット スイッチ プライオリティ値の最下位ビットの値です）。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 no spanning-tree vlan vlan-id vlan-idに指定できる範囲は、1 ～ 4094 です。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show spanning-tree vlan vlan-id 設定を確認します。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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（注） ルート スイッチにするのに必要な値が 1 未満の場合は、spanning-tree vlan vlan-id rootグローバル
コンフィギュレーション コマンドは失敗します。

（注） 拡張システム ID をサポートしないスイッチとサポートするスイッチの両方がネットワークに混在
している場合は、拡張システム ID をサポートするスイッチがルート スイッチになることはありま
せん。拡張システム ID は、旧ソフトウェア実装の接続スイッチのプライオリティより VLAN 番号
が大きくなるたびに、スイッチ プライオリティ値を増やします。

（注） 各スパニングツリー インスタンスのルート スイッチは、バックボーンまたはディストリビュー
ション スイッチでなければなりません。アクセス スイッチをスパニングツリー プライマリ ルート
として設定しないでください。

レイヤ 2 ネットワークの直径（すなわち、レイヤ 2 ネットワーク上の任意の 2 つのエンド ステー
ション間の最大スイッチ ホップ数）を指定するには、diameter キーワードを指定します。ネット
ワークの直径を指定すると、スイッチはその直径を持つネットワークに最適な hello タイム、転送
遅延時間、および最大エージング タイムを自動的に設定します。その結果、STP のコンバージェン
スに要する時間が大幅に短縮されます。hello キーワードを使用すると、自動的に計算された hello
タイムを上書きできます。

（注） スイッチをルート スイッチとして設定したあとに、spanning-tree vlan vlan-id hello-time、
spanning-tree vlan vlan-id forward-time、および spanning-tree vlan vlan-id max-ageのグローバル コ
ンフィギュレーション コマンドを使用して、hello タイム、転送遅延時間、および最大エージング
タイムを手動で設定することは推奨できません。

指定された VLAN のルートになるようにスイッチを設定するには、イネーブル EXEC モードで次
の手順を実行します。この手順は任意です。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 spanning-tree vlan vlan-id root primary 
[diameter net-diameter [hello-time seconds]]

指定された VLAN のルートになるようにスイッチを設定しま
す。

• vlan-idには、VLAN ID 番号で識別された単一の VLAN、ハ
イフンで区切られた VLAN 範囲、またはカンマで区切られ
た一連の VLAN を指定できます。指定できる範囲は 1 ～
4094 です。

• （任意）diameter net-diameterには、任意の 2 つのエンド ス
テーション間の最大スイッチ数を指定します。指定できる

範囲は 2 ～ 7 です。

• （任意）hello-time seconds には、ルート スイッチによって
コンフィギュレーション メッセージが生成される間隔を
秒数で指定します。指定できる範囲は 1 ～ 10 で、デフォル
トは 2 です。
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デフォルト設定に戻すには、no spanning-tree vlan vlan-id rootグローバル コンフィギュレーション
コマンドを使用します。

セカンダリ ルート スイッチの設定
スイッチをセカンダリ ルートとして設定すると、スイッチ プライオリティはデフォルト値（32768）
から 28672 に変更されます。その結果、プライマリ ルート スイッチに障害が発生した場合に、こ
のスイッチが、指定された VLAN のルート スイッチになる可能性が高くなります。ネットワーク
上の他のスイッチはデフォルトのスイッチ プライオリティである 32768 を使用していると想定さ
れるので、他のスイッチがルート スイッチになる可能性は低くなります。

このコマンドを複数のスイッチに実行して、複数のバックアップ ルート スイッチを設定できます。
spanning-tree vlan vlan-id root primary グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、
プライマリ ルート スイッチの設定時と同じネットワーク直径と hello タイム値を設定します。

指定された VLAN のセカンダリ ルートになるようにスイッチを設定するには、イネーブル EXEC
モードで次の手順を実行します。この手順は任意です。

デフォルト設定に戻すには、no spanning-tree vlan vlan-id rootグローバル コンフィギュレーション
コマンドを使用します。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show spanning-tree detail 設定を確認します。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 spanning-tree vlan vlan-id root secondary 
[diameter net-diameter [hello-time seconds]] 

指定された VLAN のセカンダリ ルートになるようにスイッチ
を設定します。

• vlan-idには、VLAN ID 番号で識別された単一の VLAN、ハ
イフンで区切られた VLAN 範囲、またはカンマで区切られ
た一連の VLAN を指定できます。指定できる範囲は 1 ～
4094 です。

• （任意）diameter net-diameterには、任意の 2 つのエンド ス
テーション間の最大スイッチ数を指定します。指定できる

範囲は 2 ～ 7 です。

• （任意）hello-time seconds には、ルート スイッチによって
コンフィギュレーション メッセージが生成される間隔を
秒数で指定します。指定できる範囲は 1 ～ 10 で、デフォル
トは 2 です。

プライマリ ルート スイッチの設定時と同じネットワーク直径
と hello タイム値を使用します。「ルート スイッチの設定」
（p.18-17）を参照してください。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show spanning-tree detail 設定を確認します。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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ポート プライオリティの設定
ループが発生すると、スパニングツリーは、ポート プライオリティを使用して、フォワーディング
ステートにするインターフェイスを選択します。STP に最初に選択させたいインターフェイスには
高いプライオリティ値（小さい数値）を、最後に選択させたいインターフェイスには低いプライオ

リティ値（大きい数値）を割り当てることができます。すべてのインターフェイスが同じプライオ

リティ値を使用している場合には、スパニングツリーはインターフェイス番号が最も小さいイン

ターフェイスをフォワーディング ステートにして、残りのインターフェイスをブロックします。

（注） スイッチがスイッチ スタックのメンバーの場合は、spanning-tree [vlan vlan-id] port-priority priority
インターフェイス コンフィギュレーション コマンドの代わりに、spanning-tree [vlan vlan-id] cost
costインターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用して、インターフェイスをフォワー
ディング ステートにするように選択する必要があります。最初に選択させたいインターフェイス
には小さいコスト値を、最後に選択させたいインターフェイスには大きいコスト値を割り当てま

す。詳細については、「パス コストの設定」（p.18-21）を参照してください。

インターフェイスのポート プライオリティを設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順
を実行します。この手順は任意です。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id 設定するインターフェイスを指定し、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。

有効なインターフェイスには、物理ポートとポート チャネル論
理インターフェイス（port-channel port-channel-number）があり
ます。

ステップ 3 spanning-tree port-priority priority インターフェイスのポート プライオリティを設定します。

priorityには、16 ずつ増分される 0 ～ 240 の値を指定します。デ
フォルトは 128 です。有効な値は、0、16、32、48、64、80、96、
112、128、144、160、176、192、208、224、240 です。それ以外
の値はすべて拒否されます。値が小さいほど、プライオリティは

高くなります。

ステップ 4 spanning-tree vlan vlan-id port-priority 
priority

VLAN のポート プライオリティを設定します。

• vlan-id には、VLAN ID 番号で識別された単一の VLAN、ハ
イフンで区切られた VLAN 範囲、またはカンマで区切られ
た一連の VLAN を指定できます。指定できる範囲は 1 ～ 4094
です。

• priorityには、16 ずつ増分される 0 ～ 240 の値を指定します。
デフォルトは 128 です。有効な値は、0、16、32、48、64、
80、96、112、128、144、160、176、192、208、224、240 で
す。それ以外の値はすべて拒否されます。値が小さいほど、

プライオリティは高くなります。

ステップ 5 end イネーブル EXEC モードに戻ります。
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（注） show spanning-tree interface interface-idイネーブル EXEC コマンドで情報が表示されるのは、ポー
トがリンクアップ動作可能の状態にある場合に限られます。そうでない場合は、

show running-config interfaceイネーブル EXEC コマンドを使用して設定を確認してください。

デフォルト設定に戻すには、no spanning-tree [vlan vlan-id] port-priorityインターフェイス コンフィ
ギュレーション コマンドを使用します。スパニングツリーのポート プライオリティを使用してト
ランク ポートに負荷分散を設定する方法については、「トランク ポートの負荷分散の設定」
（p.13-28）を参照してください。

パス コストの設定
スパニングツリー パス コストのデフォルト値は、インターフェイスのメディア速度と連動します。
ループが発生すると、スパニングツリーはコストを使用して、フォワーディング ステートにするイ
ンターフェイスを選択します。STP に最初に選択させたいインターフェイスには小さいコスト値
を、最後に選択させたいインターフェイスには大きいコスト値を割り当てることができます。すべ

てのインターフェイスが同じコスト値を使用している場合、スパニングツリーはインターフェイス

番号が最も小さいインターフェイスをフォワーディング ステートにして、残りのインターフェイス
をブロックします。

インターフェイスのコストを設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。こ
の手順は任意です。

ステップ 6 show spanning-tree interface interface-id

または

show spanning-tree vlan vlan-id

設定を確認します。

ステップ 7 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id 設定するインターフェイスを指定し、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。有効なインターフェ
イスには、物理ポートとポート チャネル論理インターフェイス
（port-channel port-channel-number）があります。

ステップ 3 spanning-tree cost cost インターフェイスのコストを設定します。

ループが発生すると、スパニングツリーはパス コストを使用し
て、フォワーディング ステートにするインターフェイスを選択
します。パス コストの値が小さいほど、高速で伝送されます。

costに指定できる範囲は 1 ～ 200000000 です。デフォルト値は、
インターフェイスのメディア速度によって決まります。
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（注） show spanning-tree interface interface-idイネーブル EXEC コマンドで情報が表示されるのは、リン
クアップ動作可能の状態にあるポートに限られます。そうでない場合は、show running-config イ
ネーブル EXEC コマンドを使用して設定を確認してください。

デフォルト設定に戻すには、no spanning-tree [vlan vlan-id] costインターフェイス コンフィギュレー
ション コマンドを使用します。スパニングツリー パス コスト使用してトランク ポートに負荷分散
を設定する方法については、「トランク ポートの負荷分散の設定」（p.13-28）を参照してください。

VLAN のスイッチ プライオリティの設定
スイッチ プライオリティを設定して、スタンドアロン スイッチまたはスタック内のスイッチが
ルート スイッチとして選択される可能性を高めることができます。

（注） このコマンドは慎重に使用してください。通常、スイッチ プライオリティの変更には、spanning-tree
vlan vlan-id root primaryおよび spanning-tree vlan vlan-id root secondaryグローバル コンフィギュ
レーション コマンドの使用を推奨します。

VLAN のスイッチ プライオリティを設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行し
ます。この手順は任意です。

ステップ 4 spanning-tree vlan vlan-id cost cost VLAN のコストを設定します。

ループが発生すると、スパニングツリーはパス コストを使用し
て、フォワーディング ステートにするインターフェイスを選択
します。パス コストの値が小さいほど、高速で伝送されます。

• vlan-id には、VLAN ID 番号で識別された単一の VLAN、ハ
イフンで区切られた VLAN 範囲、またはカンマで区切られ
た一連の VLAN を指定できます。指定できる範囲は 1 ～ 4094
です。

• costに指定できる範囲は 1 ～ 200000000 です。デフォルト値
は、インターフェイスのメディア速度によって決まります。

ステップ 5 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 show spanning-tree interface interface-id

または

show spanning-tree vlan vlan-id

設定を確認します。

ステップ 7 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明
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デフォルト設定に戻すには、no spanning-tree vlan vlan-id priorityグローバル コンフィギュレーショ
ン コマンドを使用します。

スパニングツリー タイマーの設定
表 18-4に、スパニングツリー全体のパフォーマンスに影響を与えるタイマーを示します。

次の項で、設定手順について説明します。

hello タイムの設定

hello タイムを変更することによって、ルート スイッチによるコンフィギュレーション メッセージ
が生成される間隔を設定できます。

（注） このコマンドは慎重に使用してください。通常、hello タイムの変更には、spanning-tree vlan vlan-id
root primaryおよび spanning-tree vlan vlan-id root secondaryグローバル コンフィギュレーション
コマンドの使用を推奨します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 spanning-tree vlan vlan-id priority priority VLAN のスイッチ プライオリティを設定します。

• vlan-id には、VLAN ID 番号で識別された単一の VLAN、ハ
イフンで区切られた VLAN 範囲、またはカンマで区切られ
た一連の VLAN を指定できます。指定できる範囲は 1 ～ 4094
です。

• priorityに指定できる範囲は 0 ～ 61440 で、4096 ずつ増えま
す。デフォルトは 32768 です。数値が小さいほど、スイッチ
がルート スイッチとして選択される可能性が高くなります。

有効なプライオリティ値は、4096、8192、12288、16384、20480、
24576、28672、32768、36864、40960、45056、49152、53248、
57344、61440 です。その他の値はすべて拒否されます。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show spanning-tree vlan vlan-id 設定を確認します。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

表 18-4 スパニングツリー タイマー

変数 説明

hello タイマー スイッチが他のスイッチに hello メッセージをブロードキャストする頻度を制御します。

転送遅延タイマー インターフェイスが転送を開始するまでの、リスニング ステートおよびラーニング ステート
が継続する時間を制御します。

最大エージング タイマー インターフェイスで受信したプロトコル情報が、スイッチに保存される時間を制御します。

送信ホールド カウント 1 秒休止する前に送信できる BPDU 数を制御します。



第 18章      STP の設定
スパニングツリー機能の設定

18-24
Catalyst 3750 スイッチ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

78-16180-06-J

VLAN の hello タイムを設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。この手
順は任意です。

デフォルト設定に戻すには、no spanning-tree vlan vlan-id hello-time グローバル コンフィギュレー
ション コマンドを使用します。

VLAN の転送遅延時間の設定

VLAN の転送遅延時間を設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。この手
順は任意です。

デフォルト設定に戻すには、no spanning-tree vlan vlan-id forward-timeグローバル コンフィギュレー
ション コマンドを使用します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 spanning-tree vlan vlan-id hello-time 
seconds

VLAN の hello タイムを設定します。hello タイムは、ルート ス
イッチによってコンフィギュレーション メッセージが生成され
る間隔です。このメッセージはスイッチが動作中であることを意

味します。

• vlan-id には、VLAN ID 番号で識別された単一の VLAN、ハ
イフンで区切られた VLAN 範囲、またはカンマで区切られ
た一連の VLAN を指定できます。指定できる範囲は 1 ～ 4094
です。

• secondsに指定できる範囲は 1 ～ 10 秒です。デフォルトは 2
秒です。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show spanning-tree vlan vlan-id 設定を確認します。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 spanning-tree vlan vlan-id forward-time 
seconds

VLAN の転送時間を設定します。転送遅延は、スパニングツリー
のラーニングおよびリスニング ステートからフォワーディング
ステートに移行するまでに、インターフェイスが待機する秒数で

す。

• vlan-id には、VLAN ID 番号で識別された単一の VLAN、ハ
イフンで区切られた VLAN 範囲、またはカンマで区切られ
た一連の VLAN を指定できます。指定できる範囲は 1 ～ 4094
です。

• secondsに指定できる範囲は 4 ～ 30 秒です。デフォルトは 15
秒です。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show spanning-tree vlan vlan-id 設定を確認します。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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VLAN の最大エージング タイムの設定

VLAN の最大エージング タイムを設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行しま
す。この手順は任意です。

デフォルト設定に戻すには、no spanning-tree vlan vlan-id max-ageグローバル コンフィギュレーショ
ン コマンドを使用します。

送信ホールド カウントの設定

送信ホールド カウント値を変更すると、BPDU バースト サイズを設定できます。

（注） このパラメータを高い値に変更すると、特に Rapid PVST モードにあるときの CPU 利用率に重大な
影響を及ぼす可能性があります。この値を低くすると、特定の状況下ではコンバージェンスが遅く

なる可能性があります。デフォルト設定の利用を推奨します。

送信ホールド カウントを設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を行います。この手
順は任意です。

デフォルト設定に戻すには、no spanning-tree transmit hold-count value グローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 spanning-tree vlan vlan-id max-age 
seconds

VLAN の最大エージング タイムを設定します。最大エージング
タイムは、再設定を行うまでに、スイッチがスパニングツリー

コンフィギュレーション メッセージを受信せずに待機する秒数
です。

• vlan-id には、VLAN ID 番号で識別された単一の VLAN、ハ
イフンで区切られた VLAN 範囲、またはカンマで区切られ
た一連の VLAN を指定できます。範囲は 1 ～ 4094 です。

• secondsの範囲は 6 ～ 40 秒です。デフォルトは 20 秒です。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show spanning-tree vlan vlan-id 設定を確認します。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 spanning-tree transmit hold-count value 1 秒休止する前に送信できる BPDU 数を設定します。

value の範囲は 1 ～ 20 です。デフォルトは 6 です。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show spanning-tree detail 設定を確認します。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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スパニングツリー ステータスの表示
スパニングツリー ステータスを表示するには、表 18-5に示すイネーブル EXEC コマンドの 1 つま
たは複数を使用します。

clear spanning-tree [interface interface-id] イネーブル EXEC コマンドを使用して、スパニングツリー
カウンタをクリアできます。

show spanning-treeイネーブル EXEC コマンドのその他のキーワードについては、このリリースの
コマンド リファレンスを参照してください。

表 18-5 スパニングツリー ステータスの表示に使用するコマンド

コマンド 説明

show spanning-tree active アクティブ インターフェイスのみに関するスパニングツリー情報を
表示します。

show spanning-tree detail インターフェイス情報の詳細なサマリーを表示します。

show spanning-tree interface interface-id 指定されたインターフェイスのスパニングツリー情報を表示します。

show spanning-tree summary [totals] インターフェイス ステートのサマリーまたは STP ステート セクショ
ンのすべての行を表示します。
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19

MSTP の設定

この章では、Catalyst 3750スイッチに IEEE 802.1s Multiple STP（MSTP）のシスコ実装を設定する方
法について説明します。

（注） Cisco IOS Release 12.2(25)SEC における Multiple Spanning-Tree（MST）実装は、IEEE 802.1s 標準に
基づいています。Cisco IOS Release 12.2(25)SEC 以前のリリースにおける MST 実装は先行標準と
なっています。

MSTP を使用すると、複数の VLAN（仮想 LAN）を同じスパニングツリー インスタンスに対応付
け、多数の VLAN をサポートするために必要なスパニングツリー インスタンス数を削減できます。
MSTP は、データ トラフィック用の複数のフォワーディング パスに対応し、ロードバランシング
をイネーブルにします。MSTP を使用すると、1 つのインスタンス（転送パス）で障害が発生して
も他のインスタンス（転送パス）は影響を受けないので、ネットワークのフォールト トレランスが
向上します。MSTP の最も一般的な初期配備は、レイヤ 2 スイッチド ネットワークのバックボーン
とディストリビューション レイヤへの配備です。この配備により、サービス プロバイダー環境で
必要とされる可用性の高いネットワークが提供されます。

スイッチが MST モードの場合、IEEE 802.1w に基づく Rapid Spanning-Tree Protocol（RSTP）は自動
的にイネーブルになります。RSTP は、明示的なハンドシェイクによってスパニングツリーの高速
コンバージェンスを提供します。これによって、IEEE 802.1D 転送遅延をなくし、ルート ポートと
指定ポートを迅速にフォワーディング ステートへ移行します。

MSTP と RSTP はどちらも、スパニングツリーのオペレーションを改善し、（オリジナルの）IEEE
802.1D スパニングツリー、既存のシスコ独自の Multiple Instance STP（MISTP）、および既存の Cisco
Per-VLAN Spanning-Tree Plus（PVST+）と Rapid Per-VLAN Spanning-Tree Plus（Rapid PVST+）に基
づく装置との下位互換性を維持します。PVST+ および Rapid PVST+ の詳細については、第 18 章
「STP の設定」を参照してください。また、PortFast、UplinkFast、ルート ガードなどのその他のス
パニングツリー機能の詳細については、第 20 章「オプションのスパニングツリー機能の設定」を
参照してください。

スイッチ スタックは、ネットワークの他の部分からは単一のスパニングツリー ノードとみなされ、
すべてのスタック メンバーが同じスイッチ ID を使用します。特に明記しないかぎり、スイッチと
いう用語はスタンドアロン スイッチおよびスイッチ スタックを意味します。
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（注） この章で使用されるコマンドの構文および使用方法の詳細については、このリリースのコマンド リ
ファレンスを参照してください。

この章で説明する内容は、次のとおりです。

• MSTP の概要（p.19-3）

• RSTP の概要（p.19-11）

• MSTP 機能の設定（p.19-17）

• MST コンフィギュレーションおよびステータスの表示（p.19-29）



第 19章      MSTP の設定
MSTP の概要

19-3
Catalyst 3750 スイッチ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

78-16180-06-J

MSTP の概要
MSTP は、高速コンバージェンスが可能な RSTP を使用し、複数の VLAN を 1 つのスパニングツ
リー インスタンスにまとめます。各インスタンスのスパニングツリー トポロジーは、他のスパニ
ングツリー インスタンスの影響を受けません。このアーキテクチャによって、データ トラフィッ
クに複数のフォワーディング パスが提供され、ロードバランシングが可能になり、また多数の
VLAN をサポートするのに必要なスパニングツリー インスタンスの数を減らせます。

ここでは、MSTP の機能について説明します。

• MST リージョン（p.19-3）

• IST、CIST、および CST（p.19-3）

• ホップ カウント（p.19-6）

• 境界ポート（p.19-7）

• IEEE 802.1s の実装（p.19-7）

• MSTP とスイッチ スタック（p.19-9）

• IEEE 802.1D STP とのインターオペラビリティ（p.19-10）

設定の詳細については、「MSTP 機能の設定」（p.19-17）を参照してください。

MST リージョン
スイッチを MST インスタンスに加入させるには、同じ MST コンフィギュレーション情報を使用し
て矛盾のないようにスイッチを設定しなければなりません。同じ MST コンフィギュレーションを
持ち、相互接続されたスイッチの集合を MST リージョンといいます（図 19-1 [p.19-5] を参照）。

各スイッチがどの MST リージョンに属しているかは、MST コンフィギュレーションによって決ま
ります。MST コンフィギュレーションには、リージョン名、リビジョン番号、および MST VLAN
とインスタンスの割り当てマップが保存されています。スイッチにリージョンを設定するには、そ

のスイッチで spanning-tree mst configurationグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用
して、MST コンフィギュレーション モードを開始します。このモードでは、instance MST コンフィ
ギュレーション コマンドを使用して VLAN を MST インスタンスにマッピングし、name MST コン
フィギュレーション コマンドでリージョン名を指定し、revisions MST コンフィギュレーション コ
マンドでリージョン番号を設定できます。

各リージョンには同じ MST コンフィギュレーションを持つ、1 つまたは複数のメンバーを含めるこ
とができます。各メンバーは RSTP Bridge Protocol Data Unit（BPDU; ブリッジ プロトコル データ ユ
ニット）を処理できる必要があります。ネットワーク内の MST リージョンの数には制限はありま
せんが、各リージョンがサポートできるスパニングツリー インスタンスの数は 65 までです。イン
スタンスは 0 ～ 4094 の範囲の任意の番号で識別できます。1 つの VLAN を同時に複数のスパニン
グツリー インスタンスに割り当てることはできません。

IST、CIST、および CST
すべてのスパニングツリー インスタンスが独立している PVST+ および Rapid PVST+ とは異なり、
MSTP は次の 2 種類のスパニングツリーを確立し、維持します。

• Internal Spanning-Tree（IST）は、1 つの MST リージョン内で稼働するスパニングツリーです。

各 MST リージョン内の MSTP は複数のスパニングツリー インスタンスを維持しています。イ
ンスタンス 0 は、リージョンの特殊インスタンスで、IST といいます。その他のすべての MST
インスタンスには 1 ～ 4094 の番号が付けられます。
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IST は、BPDU を送受信する唯一のスパニングツリー インスタンスです。その他すべてのスパ
ニングツリー インスタンス情報は M レコードに含まれており、MSTP BPDU 内でカプセル化さ
れます。MSTP BPDU はすべてのインスタンスの情報を伝送するので、複数のスパニングツリー
インスタンスをサポートするために処理が必要な BPDU 数は大幅に減少します。

同一リージョン内の MST インスタンスはすべて、同じプロトコル タイマーを共有しますが、
各 MST インスタンスは独自のトポロジー パラメータ（ルート スイッチ ID、ルート パス コス
トなど）を持っています。デフォルトでは、すべての VLAN が IST に割り当てられています。

MST インスタンスはリージョンに対してローカルです。たとえば、リージョン A とリージョ
ン B が相互接続されていても、リージョン A の MST インスタンス 1 は、リージョン B の MST
インスタンス 1 から独立しています。

• Common and Internal Spanning-Tree（CIST）は、各 MST リージョン内の IST の集合です。Common
Spanning-Tree（CST）は MST リージョンとシングル スパニングツリーを相互接続します。

1 つのリージョン内で計算されたスパニングツリーは、スイッチド ドメイン全体を網羅する
CST のサブツリーとみなされます。CIST は、IEEE 802.1w 標準、IEEE 802.1s 標準、IEEE 802.1D
標準をサポートするスイッチ間で実行されるスパニングツリー アルゴリズムによって形成さ
れます。MST リージョン内の CIST は、リージョン外の CST と同じです。

詳細については、「MST リージョン内の動作」（p.19-4）および「MST リージョン間の動作」（p.19-5）
を参照してください。

（注） IEEE 802.1s 標準を実装すると、MST 実装に関連する一部の用語が変わります。この変更内容の概
要については、表 18-1（p.18-5）を参照してください。

MST リージョン内の動作

IST は 1 つのリージョン内のすべての MSTP スイッチを接続します。IST が収束すると、IST のルー
トは、図 19-1（p.19-5）のように、CIST リージョナル ルート（IEEE 802.1s 標準が実装される以前
は IST マスター）になります。CIST リージョナル ルートは、リージョン内のスイッチのうち、ス
イッチ ID、および CIST ルートへのパス コストが最も低いリージョン内のスイッチです。ネット
ワークにリージョンが 1 つしかない場合、CIST リージョナル ルートは CIST ルートにもなります。
CIST ルートがリージョンの外部にある場合、リージョンの境界に位置する MSTP スイッチの 1 つ
が CIST リージョナル ルートとして選択されます。

MSTP スイッチは初期化時に、自身が CIST のルートおよび CIST リージョナル ルートであると宣
言するため、CIST ルートと CIST リージョナル ルートへのパス コストがいずれもゼロに設定され
た BPDU を送信します。スイッチはさらに MST インスタンスをすべて初期化し、自身がこれらす
べてのインスタンスのルートであると宣言します。スイッチは、ポートに現在保存されているルー

ト情報よりも優位のルート情報（小さいスイッチ ID、パス コストなど）を受信すると、CIST リー
ジョナル ルートではなくなります。

初期化中、独自の CIST リージョナル ルートを有するサブリージョンがリージョンに多数、形成さ
れることがあります。スイッチは優位の IST 情報を受信するため、旧サブリージョンから脱退して、
真の CIST リージョナル ルートを含む新たなサブリージョンに参加します。このようにして、真の
CIST リージョナル ルートが含まれているサブリージョン以外のサブリージョンはすべて縮小しま
す。

正常な動作のためには、MST リージョン内のすべてのスイッチが同じ CIST リージョナル ルートを
承認する必要があります。したがって、そのリージョン内にある任意の 2 つのスイッチが、1 つの
MST インスタンスに対するポートの役割を同期させるのは、共通の CIST リージョナル ルートに収
束する場合だけです。
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MST リージョン間の動作

ネットワーク内に複数のリージョンまたは IEEE 802.1D 準拠のレガシー スイッチが混在している
場合、MSTP は、ネットワーク内のすべての MST リージョンとすべてのレガシー STP スイッチか
らなる CST を構築し、維持します。MST インスタンスは、リージョンの境界で IST と結合して CST
になります。

リージョン内のすべての MSTP スイッチは IST によって接続され、IST は CIST でスイッチド ドメ
イン全体を囲むサブツリーとして表示されます。サブツリーのルートは CIST リージョナル ルート
です。MST リージョンは、隣接する STP スイッチや MST リージョンからは仮想スイッチとして認
識されます。

図 19-1は、3 つの MST リージョンと IEEE 802.1D 準拠のレガシー スイッチ（D）からなるネット
ワークを示しています。リージョン 1（A）の CIST リージョナル ルートは CIST ルートも兼ねてい
ます。リージョン 2（B）およびリージョン 3（C）の CIST リージョナル ルートは、CIST 内にある
それぞれのサブツリーのルートです。RSTP はすべてのリージョンで稼働しています。

図 19-1 MST リージョン、CIST マスター、および CST ルート

BPDU を送受信するのは、CST インスタンスだけです。MST インスタンスは自身のスパニングツ
リー情報を BPDU に追加して、近接スイッチと通信し、最終的なスパニングツリー トポロジーを
計算します。したがって、BPDU 伝送に関連するスパニングツリー パラメータ（hello タイム、転
送時間、最大エージング タイム、最大ホップ数など）は、CST インスタンスでのみ設定されます
が、その影響はすべての MST インスタンスに及びます。スパニングツリー トポロジーに関連する
パラメータ（スイッチ プライオリティ、ポート VLAN コスト、ポート VLAN プライオリティなど）
は、CST インスタンスと MST インスタンスの両方で設定できます。

MSTP スイッチは、バージョン 3 RSTP BPDU または IEEE 802.1D STP BPDU を使用して、IEEE
802.1D 準拠のレガシー スイッチと通信します。MSTP スイッチ同士の通信には、MSTP BPDU が使
用されます。
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IEEE 802.1s の用語

シスコの先行標準実装で使用される一部の MST 命名規則は、一部の内部パラメータまたはリー
ジョン パラメータを識別するように変更されました。このパラメータは、ネットワーク全体に関連
する外部パラメータとは異なり、MST リージョン内のみで有効です。CIST はネットワーク全体に
またがる唯一のスパニングツリー インスタンスなので、CIST パラメータでは、内部修飾子やリー
ジョンの修飾子ではなく、外部修飾子が必要です。

• CIST ルートは、ネットワーク全体、つまり CIST にまたがる一意のインスタンスのルート ス
イッチです。

• CIST 外部ルート パス コストは、CIST ルートのコストです。このコストは、MST リージョン
内では変化しません。MST リージョンが CIST にとって単一のスイッチに見えることに注意し
てください。CIST 外部ルート パス コストは、このような仮想スイッチ、およびリージョンに
属さないスイッチの間で計算されるルート パス コストです。

• CIST リージョナル ルートは、先行標準実装では IST マスターと呼ばれていました。CIST ルー
トがリージョン内にある場合は、その CIST リージョナル ルートが CIST ルートになります。そ
れ以外の場合は、リージョン内で CIST ルートに最も近いスイッチが CIST リージョナル ルー
トになります。CIST リージョナル ルートは、IST のルート スイッチとして動作します。

• CIST 内部ルート パス コストは、リージョン内の CIST リージョナル ルートのコストです。こ
のコストは、IST（インスタンス 0）のみに関連します。

表 19-1（p.19-6）では、IEEE 標準の用語とシスコ先行標準の用語を比較します。

ホップ カウント
IST と MST のインスタンスは、スパニングツリー トポロジーの計算に、コンフィギュレーション
BPDU のメッセージ有効期間と最大エージング タイムの情報を使用しません。その代わり、ルート
へのパス コスト、および IP Time to Live（TTL）メカニズムに似たホップ カウント メカニズムを使
用します。

spanning-tree mst max-hops グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用することにより、
リージョン内の最大ホップを設定し、その値をリージョン内の IST インスタンスとすべての MST
インスタンスに適用できます。ホップ カウントを設定すると、メッセージ エージ情報を設定する
のと同様の結果が得られます（再構成の開始）。インスタンスのルート スイッチは、常にコスト値
が 0、ホップ カウント値が最大値に設定された BPDU（または M レコード）を送信します。この
BPDU を受信したスイッチは、受信 BPDU の残存ホップ カウントから 1 だけ差し引いた値を残存
ホップ カウントとする BPDU を生成し、これを伝播します。このホップ カウントが 0 になると、
スイッチはその BPDU を廃棄し、ポート用に維持されていた情報を期限切れにします。

BPDU の RSTP 部分に格納されているメッセージ有効期間と最大エージング タイムの情報は、リー
ジョン全体で同じままであり、そのリージョンの境界に位置する指定ポートによって同じ値が伝播

されます。

表 19-1 先行標準と標準の用語

IEEE 標準 シスコ先行標準 シスコ標準

CIST リージョナル ルート IST マスター CIST リージョナル ルート

CIST 内部ルート パス コスト IST マスター パス コスト CIST 内部パス コスト

CIST 外部ルート パス コスト ルート パス コスト ルート パス コスト

MSTI リージョナル ルート インスタンス ルート インスタンス ルート

MSTI 内部ルート パス コスト ルート パス コスト ルート パス コスト
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境界ポート

シスコ先行標準実装の場合、MST リージョンは境界ポートによって、RSTP を稼働するシングル ス
パニングツリー リージョン、PVST+ または Rapid PVST+ を稼働するシングル スパニングツリー
リージョン、または異なる MST コンフィギュレーションを持つ別の MST リージョンに接続されま
す。また境界ポートは LAN に接続されます。LAN の指定スイッチは、単一のスパニングツリー ス
イッチまたは異なる MST コンフィギュレーションを持つスイッチのいずれかです。

IEEE 802.1s 標準には、境界ポートの定義がありません。IEEE 802.1Q-2002 標準では、内部（同一
リージョン）および外部という 2 種類のメッセージが識別され、ポートによって受信されます。メッ
セージが外部である場合は、CIST のみが受信します。CIST の役割がルートまたは代替ルートであ
る場合、または外部 BPDU がトポロジー変更である場合、MST インスタンスに影響が及ぶことが
あります。メッセージが内部である場合は、CIST が CIST 部分を受信し、それぞれの MST インス
タンスがそれぞれの M レコードを受信します。シスコ先行標準実装では、外部メッセージを受信
するポートが境界ポートとして扱われます。そのため、ポートが内部メッセージと外部メッセージ

の両方を受信することはありません。

MST リージョンには、スイッチと LAN の両方が含まれます。セグメントは指定ポートのリージョ
ンに属します。このため、セグメントの指定ポートと異なるリージョンのポートは境界ポートとな

ります。この定義では、リージョン内部の 2 つのポートが、異なるリージョンに属すポートとセグ
メントを共有し、内部メッセージと外部メッセージの両方をポートで受信できる可能性がありま

す。

シスコ先行標準実装からの主な変更点は、指定ポートが、STP 互換モードで動作していないかぎり、
境界ポートとして定義されないことです。

（注） レガシー STP スイッチがセグメントに存在する場合、メッセージは常に外部とみなされます。

先行標準実装からのその他の変更として、RSTP またはレガシー IEEE 802.1Q スイッチに送信者ス
イッチ ID が含まれる場所へ CIST リージョナル ルート スイッチ ID フィールドが挿入されることが
挙げられます。リージョン全体は、一貫した送信者スイッチ ID を近接スイッチに送信し、1 つの仮
想スイッチのように動作します。この例では、A または B がセグメント用に指定されているかどう
かに関係なく、スイッチ C はルートの送信者スイッチ ID が同一である BPDU を受信します。

IEEE 802.1s の実装
IEEE MST 標準のシスコ実装には、標準を満たすために必要な機能、および公表されている標準に
まだ組み込まれていない先行標準の望ましい機能の一部が含まれます。

ポート役割命名の変更

境界という役割は最終 MST 標準には存在しませんが、その概念はシスコの実装で維持されていま
す。ただし、リージョン境界の MST インスタンス ポートは、対応する CIST ポートの状態に従わ
ないことがあります。現在は次の 2 つのケースがあります。

• 境界ポートが CIST リージョナル ルートのルート ポートである場合 ― CIST インスタンス ポー
トが提案されて同期が取られている場合、対応するすべての MSTI ポートで同期化が行われ
（フォワーディング ステートになっている）たときに限り、合意を返送してフォワーディング
ステートに移行できます。MSTI ポートには、特別なマスターの役割が含まれます。
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• 境界ポートが CIST リージョナル ルートのルート ポートでない場合 ― MSTI ポートは CIST
ポートの状態と役割に従います。標準では少ない情報しか提供しないため、BPDU（M レコー
ド）を受信しなくても MSTI ポートを交互にブロックできる理由を理解するのが困難な場合が
あります。このケースの場合、境界の役割は存在しませんが、show コマンドの出力の type 列
が、ポートを境界として識別します。

レガシー スイッチと標準スイッチの相互運用

先行標準スイッチの自動検出はエラーになることがありますが、インターフェイス コンフィギュ
レーション コマンドを使用すると、先行標準ポートを識別することができます。標準スイッチと先
行標準スイッチの間ではリージョンを形成できませんが、CIST を使用することで標準スイッチと
先行標準スイッチを相互運用できます。この特定のケースでは、さまざまなインスタンスにおける

負荷分散機能のみが失われます。ポートが先行標準 BPDU を受信すると、CLI ではポート設定に
よってさまざまなフラグが表示されます。先行標準 BPDU 伝送用に設定されていないポートでス
イッチが先行標準 BPDU を初めて受信したときには、Syslog メッセージも表示されます。

図 19-2ではこのシナリオの内容を図で表しています。A が標準スイッチ、B が先行標準スイッチで
あり、両方が同一リージョン内で設定されているとします。A が CIST のルート スイッチであり、
B はセグメント X にルート ポート（BX）およびセグメント Y に代替ポート（BY）を含んでいま
す。セグメント Y がフラップし、BY のポートが 1 つの先行標準 BPDU の送信前に代替ポートにな
る場合、先行標準スイッチが Y に接続されていることを AY は検出できず、標準 BPDU を送信し続
けます。ポート BY はこのため境界に固定され、A と B の間では負荷分散が不可能になります。同
じ問題はセグメント X に存在しますが、B はトポロジー変更を伝送することがあります。

図 19-2 標準スイッチと先行標準スイッチの相互運用

（注） 標準と先行標準の MST 実装の間では、相互運用を最低限に抑えてください。

単一方向リンク障害の検出

IEEE MST 標準にはこの機能はありませんが、この Cisco IOS リリースには組み込まれています。ソ
フトウェアでは、受信 BPDU のポートの役割と状態が一貫しているかどうかがチェックされ、ブ
リッジング ループの原因となり得る単一方向リンク障害が検出されます。

指定ポートが矛盾を検出すると、その役割は維持されますが、接続に矛盾が生じた場合、ブリッジ

ング ループを開始するよりも、接続を中断した方が好ましいので、廃棄ステートに戻します。
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図 19-3は、ブリッジング ループの原因となりやすい、単一方向リンク障害を表しています。スイッ
チ A はルート スイッチであり、BPDU はスイッチ B へのリンクで失われました。RSTP と MST
BPDU には、送信ポートの役割と状態が含まれています。スイッチ A はこの情報を使用して、送信
した優位 BPDU にスイッチ B が反応しないこと、およびスイッチ B がルート スイッチではなく、
指定スイッチであることを検出できます。その結果、スイッチ A はポートをブロックするので（ま
たはブロックし続けるので）、ブリッジング ループが回避されます。

図 19-3 単一方向リンク障害の検出

MSTP とスイッチ スタック
スイッチ スタックはネットワークの他の部分からは単一のスパニングツリー ノードとみなされる
ため、すべてのスタック メンバーが指定のスパニングツリーに対して同じスイッチ ID を使用しま
す。スイッチ ID は、スタック マスターの MAC アドレスを基にして作成されます。

MSTP をサポートしないスイッチが MSTP をサポートするスイッチ スタックに追加された場合、ま
たはその逆の場合、スイッチはバージョン不一致ステートになります。可能な場合は、スイッチは

自動的にスイッチ スタックで稼働しているソフトウェアと同じバージョンにアップグレードまた
はダウングレードされます。

新たなスイッチがスタックに加入すると、そのスイッチ ID はスタック マスターのスイッチ ID に
設定されます。新たに追加されたスイッチが最小の ID を持ち、すべてのスタック メンバーのルー
ト パス コストが同一の場合は、新たに追加されたスイッチがスタック ルートになります。新たに
追加されたスイッチが、スイッチ スタックに対してより適したルート ポート、またはスタックに
接続する LAN に対してより適した指定ポートを持つ場合は、トポロジーが変更されます。新たに
追加されたスイッチに接続する別のスイッチが自分のルート ポートまたは指定ポートを変更した
場合は、新たに追加されたスイッチによって、ネットワーク内のトポロジー変更が引き起こされま

す。

スタック メンバーがスタックを脱退すると、スタック内（スタック外部も含まれる場合がある）で
スパニングツリーの再コンバージェンスが実行されます。残りのスタック メンバーのうち最小のス
タック ポート ID を持つものがスタック ルートになります。

スタック マスターに障害が生じたり、それがスタックから脱退したりした場合は、スタック メン
バーの中から新たなスタック マスターが選択され、すべてのスタック メンバーが自分のスパニン
グツリー スイッチ ID を新たなマスターのスイッチ ID に変更します。

スイッチ スタックの詳細については、第 5 章「スイッチ スタックの管理」を参照してください。
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IEEE 802.1D STP とのインターオペラビリティ
MSTP を稼働しているスイッチは、IEEE 802.1D レガシー スイッチとの相互運用を可能にする内蔵
プロトコル移行メカニズムをサポートします。このスイッチは、IEEE 802.1D 準拠のレガシー コン
フィギュレーション BPDU（プロトコル バージョンが 0 に設定されている BPDU）を受信すると、
そのポートでは IEEE 802.1D BPDU だけを送信します。また、MSTP スイッチは、レガシー BPDU、
異なるリージョンに関連付けられている MSTP BPDU（バージョン 3）、または RSTP BPDU（バー
ジョン 2）を受信することによって、ポートがリージョンの境界に位置していることを検出できま
す。

ただし、スイッチは、IEEE 802.1D BPDU を受信しなくなっても、MSTP モードに自動的に戻るこ
とはありません。レガシー スイッチが指定スイッチでないかぎり、レガシー スイッチがリンクか
ら除去されたかどうかを判断できないからです。さらにスイッチは、接続先スイッチがリージョン

に加入した場合に、引き続きポートに境界の役割を指定する可能性があります。プロトコル移行プ

ロセスを再起動する（近接スイッチとの再ネゴシエーションを強制する）には、clear spanning-tree
detected-protocolsイネーブル EXEC コマンドを使用します。

リンク上のすべてのレガシー スイッチが RSTP スイッチであれば、これらのスイッチは、RSTP
BPDU 同様に MSTP BPDU を処理できます。したがって、MSTP スイッチは、バージョン 0 コンフィ
ギュレーションと TCN BPDU またはバージョン 3 MSTP BPDU のいずれかを境界ポートで送信しま
す。境界ポートは、指定スイッチが単一のスパニングツリー スイッチ、または異なる MST コンフィ
ギュレーションを持つスイッチである LAN に接続されます。
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RSTP の概要
RSTP は、ポイントツーポイントの配線を利用して、スパニングツリーの高速コンバージェンスを
実現します。スパニングツリーは 1 秒足らずで再構成されます（IEEE 802.1D スパニングツリーの
デフォルト設定では 50 秒かかります）。

ここでは RSTP の機能について説明します。

• ポートの役割およびアクティブ トポロジー（p.19-11）

• 高速コンバージェンス（p.19-12）

• ポートの役割の同期化（p.19-13）

• BPDU のフォーマットおよびプロセス（p.19-14）

設定については、「MSTP 機能の設定」（p.19-17）を参照してください。

ポートの役割およびアクティブ トポロジー
RSTP は、ポートに役割を割り当てて、アクティブ トポロジーを学習することによって高速コン
バージェンスを実現します。「スパニングツリー トポロジーと BPDU」（p.18-3）で説明したように、
RSTP は、IEEE 802.1D STP を構築して、最高のスイッチ プライオリティを持つ（プライオリティ
が最も小さい）スイッチをルート スイッチに選択します。RSTP はさらに、各ポートに次のいずれ
か 1 つの役割を割り当てます。

• ルート ポート ― スイッチからルート スイッチへパケットを転送する最適パス（最も低コスト
なパス）を提供します。

• 指定ポート ― 指定スイッチに接続します。これにより、LAN からルート スイッチへパケット
を転送するときのパス コストが最小になります。指定スイッチと LAN の接続に使用される
ポートを指定ポートと呼びます。

• 代替ポート ― 現在のルート ポートが提供したパスに替わるルート スイッチへの代替パスを提
供します。

• バックアップ ポート ― 指定ポートが提供した、スパニングツリーのリーフに向かうパスの
バックアップとして機能します。バックアップ ポートが存在できるのは、2 つのポートがポイ
ントツーポイント リンクによってループバックで接続されている場合、または 1 つのスイッチ
に共有 LAN セグメントへの接続が 2 つ以上ある場合です。

• ディセーブル ポート ― スパニングツリーの動作において何も役割が与えられていません。

ルート ポートまたは指定ポートの役割を割り当てられたポートは、アクティブ トポロジーの一部
となります。代替ポートまたはバックアップ ポートの役割を割り当てられたポートは、アクティブ
トポロジーから除外されます。

ネットワーク全体のポートの役割に矛盾のない安定したトポロジーの場合、RSTP は、すべてのルー
ト ポートおよび指定ポートが即座にフォワーディング ステートに移行し、代替ポートとバック
アップ ポートが必ず廃棄ステート（IEEE 802.1D のブロッキング ステートと同じ）になることを保
証します。フォワーディング プロセスおよびラーニング プロセスの動作はポート ステートによっ
て制御されます。表 19-2に、IEEE 802.1D と RSTP のポート ステートの比較を示します。

表 19-2 ポート ステートの比較

動作ステータス
STP ポート ステート
（IEEE 802.1D）

RSTP ポート 
ステート

ポートはアクティブ 
トポロジーに含まれるか？

イネーブル ブロッキング 廃棄 含まれない

イネーブル リスニング 廃棄 含まれない

イネーブル ラーニング ラーニング 含まれる
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シスコの STP 実装製品で整合性を図るため、このマニュアルでは、ポートの廃棄ステートをブロッ
キング と定義します。指定ポートは、リスニング ステートから開始します。

高速コンバージェンス

RSTP を使用すると、スイッチ、スイッチ ポート、または LAN に障害が発生しても、ただちに接
続を回復できます。RSTP は、エッジ ポート、新しいルート ポート、およびポイントツーポイント
リンクで接続されているポートに次のように高速コンバージェンスを提供します。

• エッジ ポート ― spanning-tree portfastインターフェイス コンフィギュレーション コマンドを
使用して、RSTP スイッチ上の 1 つのポートをエッジ ポートに設定すると、そのエッジ ポート
は即座にフォワーディング ステートになります。エッジ ポートは PortFast イネーブル設定ポー
トと同じで、これをイネーブルにできるのは、単一のエンド ステーションに接続されている
ポート上だけです。

• ルート ポート ― RSTP は、新しいルート ポートを選択すると、古いルート ポートをブロック
して、新しいルート ポートをただちにフォワーディング ステートにします。

• ポイントツーポイント リンク ― 2 つのポートをポイントツーポイント リンクで接続し、ロー
カル ポートが指定ポートになると、その指定ポートは、提案合意ハンドシェイクを使用して、
相手側ポートと高速移行をネゴシエーションし、ループのないトポロジーを保証します。

図 19-4では、スイッチ A とスイッチ B はポイントツーポイント リンクを通じて接続され、す
べてのポートがブロッキング ステートになっています。スイッチ A のプライオリティ値がス
イッチ B のプライオリティ値より小さい数値である場合、スイッチ A はスイッチ B に提案メッ
セージ（提案フラグが設定されたコンフィギュレーション BPDU）を送信し、スイッチ A 自身
が指定スイッチになることを提案します。

スイッチ B は、提案メッセージを受信すると、提案メッセージの受信ポートを新しいルート
ポートに選択し、すべての非エッジ ポートをブロッキング ステートにします。さらに、新し
いルート ポート経由で合意メッセージ（合意フラグが設定された BPDU）を送信します。

スイッチ A は、スイッチ B の合意メッセージを受信すると、ただちに自身の指定ポートをフォ
ワーディング ステートにします。スイッチ B はその非エッジ ポートをすべてブロックし、ま
たスイッチ A とスイッチ B はポイントツーポイント リンクで接続されているので、ネットワー
クにループは形成されません。

スイッチ C がスイッチ B に接続された場合も、同様のハンドシェイク メッセージが交換され
ます。スイッチ C はスイッチ B に接続されたポートをルート ポートとして選択し、両端のポー
トはただちにフォワーディング ステートに移行します。アクティブ トポロジーにスイッチが
追加されるたびに、このハンドシェイク プロセスが実行されます。ネットワークが収束する
と、この提案合意ハンドシェイクがルートからスパニングツリーのリーフへと進みます。

スイッチ スタックでは、Cross-Stack Rapid Transition（CSRT）機能が、提案 /合意ハンドシェイ
クの間、ポートがフォワーディング ステートになる前に、スタック メンバーが他のすべての
スタック メンバーからの確認応答を受信するように保証します。スイッチが MST モードの場
合、CSRT は自動的にイネーブルになります。

スイッチはポートのデュプレックス モードによってリンク タイプを学習します。全二重ポー
トはポイントツーポイント接続とみなされ、半二重接続は共有接続とみなされます。

spanning-tree link-typeインターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用すると、デュ
プレックス設定で制御されたデフォルトの設定値を上書きできます。

イネーブル フォワーディング フォワーディング 含まれる

ディセーブル ディセーブル 廃棄 含まれない

表 19-2 ポート ステートの比較（続き）

動作ステータス
STP ポート ステート
（IEEE 802.1D）

RSTP ポート 
ステート

ポートはアクティブ 
トポロジーに含まれるか？
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図 19-4 高速コンバージェンスの提案 /合意ハンドシェイク

ポートの役割の同期化

スイッチのポートの 1 つで提案メッセージが受信され、そのポートが新しいルート ポートに選択さ
れると、RSTP は他のすべてのポートを新しいルートの情報に同期させます。

他のすべてのポートが同期化されている場合、スイッチはルート ポートで受信した上位のルート情
報に同期化されます。スイッチ上の個々のポートは次の場合に同期化されます。

• ブロッキング ステートである場合

• エッジ ポートである場合（ネットワークのエッジとして設定されているポート）

指定ポートがフォワーディング ステートであり、かつエッジ ポートとして設定されていない場合、
RSTP によって新しいルート情報で強制的に同期化されると、その指定ポートはブロッキング ス
テートになります。一般的に、RSTP がポートを新しいルート情報で強制的に同期化し、そのポー
トが上記のいずれの条件も満たしていない場合、ポートのステートはブロッキングに設定されま

す。

スイッチは、すべてのポートが同期化されたことを確認すると、そのルート ポートに対応する指定
スイッチに合意メッセージを送信します。ポイントツーポイント リンクで接続されたスイッチが
ポートの役割について互いに合意すると、RSTP はポート ステートをただちにフォワーディング ス
テートに移行させます。図 19-5は、この一連のイベントを示します。
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図 19-5 高速コンバージェンス中のイベント シーケンス

BPDU のフォーマットおよびプロセス
RSTP BPDU のフォーマットは、プロトコル バージョンが 2 に設定されている点を除き、IEEE 802.1D
BPDU のフォーマットと同じです。新しい 1 バイトのバージョン 1 の Length フィールドは 0 に設定
されます。これはバージョン 1 のプロトコルの情報がないことを示しています。表 19-3に、RSTP
のフラグ フィールドを示します。

送信スイッチは、自身を LAN 上の指定スイッチにするために、RSTP BPDU に提案フラグを設定し
ます。提案メッセージでは、ポートの役割は常に指定ポートに設定されます。

送信スイッチは、提案を受け入れる場合、RSTP BPDU に合意フラグを設定します。合意メッセー
ジでは、ポートの役割は常にルート ポートに設定されます。

2. 
9. 

1. 4. 

6. 8. 10. 7. 

5. 

3. 
11. 

88
76

1

表 19-3 RSTP BPDU フラグ

ビット 説明

0 トポロジーの変更（TC）

1 提案

2～ 3:

00

01

10

11

ポートの役割：

不明

代替ポート

ルート ポート

指定ポート

4 ラーニング

5 フォワーディング

6 合意

7 トポロジーの変更の確認（TCA）
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RSTP には個別の Topology Change Notification（TCN; トポロジー変更通知）BPDU はありません。ト
ポロジーの変更を示すには、トポロジー変更（TC）フラグが使用されます。ただし、IEEE 802.1D
スイッチとのインターオペラビリティを保つために、RSTP スイッチは TCN BPDU の処理と生成を
行います。

ラーニングとフォワーディングのフラグは、送信ポートのステートに応じて設定されます。

優位 BPDU 情報の処理

現在保存されているルート情報よりも優位のルート情報（小さいスイッチ ID、低パス コストなど）
をポートが受信すると、RSTP は再構成を開始します。そのポートが新しいルート ポートとして提
案され、選択されると、RSTP は他のすべてのポートを強制的に同期化します。

受信した BPDU が提案フラグの設定された RSTP BPDU である場合、スイッチは他のすべてのポー
トを同期化したあと、合意メッセージを送信します。BPDU が IEEE 802.1D BPDU である場合、ス
イッチは提案フラグを設定せずに、そのポートの転送遅延タイマーを開始します。新しいルート

ポートはフォワーディング ステートに移行するのに 2 倍の転送遅延時間を必要とします。

ポートで上位の情報が受信されたために、そのポートがバックアップ ポートまたは代替ポートにな
る場合、RSTP はそのポートをブロッキング ステートに設定し、合意メッセージは送信しません。
指定ポートは、転送遅延タイマーが満了するまで提案フラグの設定された BPDU の送信を続けま
す。タイマーが満了すると、ポートはフォワーディング ステートに移行します。

下位 BPDU 情報の処理

指定ポートの役割フラグが設定された下位の BPDU（そのポートに現在保存されている値より大き
いスイッチ ID、高いパス コストなど）を指定ポートが受信した場合、その指定ポートは、ただち
に現在の自身の情報を応答します。

トポロジーの変更

ここでは、スパニングツリー トポロジーの変更処理について、RSTP と IEEE 802.1D の違いを説明
します。

• 検出 ― IEEE 802.1D はブロッキングとフォワーディングの間でステートの移行があると、必ず
トポロジーの変更が生じますが、RSTP ではトポロジーの変更が生じるのは、ブロッキングか
らフォワーディングにステートが移行する場合のみです（トポロジーの変更とみなされるの
は、相互接続性が向上する場合だけです）。エッジ ポートでステートが変更されても、トポロ
ジーの変更は生じません。RSTP スイッチは、トポロジーの変更を検出すると、TC 通知の送信
元ポートを除き、すべての非エッジ ポート上の学習済みの情報を削除します。

• 通知 ― IEEE 802.1D は TCN BPDU を使用しますが、RSTP は使用しません。ただし、IEEE 802.1D
とのインターオペラビリティを保つために、RSTP スイッチは TCN BPDU の処理と生成を行い
ます。

• 確認 ― RSTP スイッチは、指定ポートで IEEE 802.1D スイッチから TCN メッセージを受信し
た場合、TCA ビットが設定された IEEE 802.1D コンフィギュレーション BPDU で応答します。
ただし、IEEE 802.1D スイッチに接続されたルート ポートで TC 時間タイマー（IEEE 802.1D の
トポロジー変更タイマーと同じ）がアクティブであり、TCA ビットが設定されたコンフィギュ
レーション BPDU が受信された場合、TC 時間タイマーはリセットされます。

この処理は、IEEE 802.1D スイッチをサポートする目的でのみ必要とされます。RSTP BPDU で
は、TCA ビットは設定されません。
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• 伝播 ― RSTP スイッチは、指定ポートまたはルート ポートを介して別のスイッチから TC メッ
セージを受信すると、自身のすべての非エッジ ポート、指定ポート、およびルート ポート（受
信ポートを除く）にトポロジーの変更を伝播します。スイッチは、これらの全ポートの TC 時
間タイマーを開始し、これらのポート上で学習した情報をフラッシュします。

• プロトコルの移行 ― IEEE 802.1D スイッチとの下位互換性を保つため、RSTP は IEEE 802.1D
コンフィギュレーション BPDU および TCN BPDU をポート単位で選択的に送信します。

ポートが初期化されると、移行遅延タイマーが開始され（RSTP BPDU を送信する最小時間を
指定）、RSTP BPDU が送信されます。このタイマーがアクティブな間、スイッチはそのポート
で受信したすべての BPDU を処理し、プロトコル タイプは無視します。

スイッチはポートの移行遅延タイマーが満了したあとに IEEE 802.1D BPDU を受信した場合、
IEEE 802.1D スイッチに接続されていると想定し、IEEE 802.1D BPDU のみの使用を開始します。
ただし、RSTP スイッチが 1 つのポートで IEEE 802.1D BPDU を使用していて、タイマーが満了
したあとに RSTP BPDU を受信した場合、タイマーが再起動し、そのポートで RSTP BPDU の
使用が開始されます。
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MSTP 機能の設定
ここでは、次の設定について説明します。

• MSTP のデフォルト設定（p.19-17）

• MSTP 設定時の注意事項（p.19-18）

• MST リージョンの設定の指定および MSTP のイネーブル設定（p.19-18）（必須）

• ルート スイッチの設定（p.19-20）（任意）

• セカンダリ ルート スイッチの設定（p.19-21）（任意）

• ポート プライオリティの設定（p.19-22）（任意）

• パス コストの設定（p.19-23）（任意）

• スイッチ プライオリティの設定（p.19-24）（任意）

• hello タイムの設定（p.19-25）（任意）

• 転送遅延時間の設定（p.19-26）（任意）

• 最大エージング タイムの設定（p.19-26）（任意）

• 最大ホップ カウントの設定（p.19-27）（任意）

• リンク タイプの指定による高速トランジションの保証（p.19-27）（任意）

• ネイバ タイプの指定（p.19-28）（任意）

• プロトコル移行プロセスの再起動（p.19-28）（任意）

MSTP のデフォルト設定
表 19-4に、MSTP のデフォルト設定を示します。

サポートされるスパニングツリー インスタンス数の詳細については、「スパニングツリー インスタ
ンスのサポート」（p.18-11）を参照してください。

表 19-4 MSTP のデフォルト設定

機能 デフォルト設定

スパニングツリー モード PVST+（Rapid PVST+ と MSTP はディセーブル）

スイッチ プライオリティ（CIST ポート単位で設定可能） 32768

スパニングツリー ポート プライオリティ（CIST ポート単位で設
定可能）

128

スパニングツリー ポート コスト（CIST ポート単位で設定可能） 1000 Mbps： 4

100 Mbps： 19

10 Mbps： 100

hello タイム 2秒

転送遅延時間 15秒

最大エージング タイム 20秒

最大ホップ カウント 20 ホップ
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MSTP 設定時の注意事項
ここでは、MSTP の設定時の注意事項を説明します。

• spanning-tree mode mst グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、MST をイ
ネーブルにすると、RSTP が自動的にイネーブルになります。

• 2 つ以上のスタック スイッチを同じ MST リージョンに設置するには、それらのスイッチに同
じ VLAN/インスタンス マッピング、同じコンフィギュレーション リビジョン番号、同じ名前
を設定しなければなりません。

• スイッチ スタックは最大 65 の MST インスタンスをサポートします。特定の MST インスタン
スに対応付け可能な VLAN 数は、無制限です。

• PVST+、Rapid PVST+、MSTP がサポートされますが、アクティブにできるバージョンは一度
に 1 つだけです（たとえば、すべての VLAN が PVST+ を稼働する、すべての VLAN が Rapid
PVST+ を稼働する、またはすべての VLAN が MSTP を稼働する）。詳細については、「スパニ
ングツリーのインターオペラビリティと下位互換性」（p.18-12）を参照してください。推奨す
るトランク ポート設定の詳細については、「他の機能との相互作用」（p.13-24）を参照してくだ
さい。

• すべてのスタック メンバーが同じバージョンのスパニングツリーを稼働します（すべて 
PVST+、Rapid PVST+、または MSTP）。詳細については、「スパニングツリーのインターオペ
ラビリティと下位互換性」（p.18-12）を参照してください。

• MST コンフィギュレーションの VTP 伝播機能はサポートされません。ただし、CLI（コマンド
ライン インターフェイス）または SNMP（簡易ネットワーク管理プロトコル）サポートを通じ
て、MST リージョン内の各スイッチで MST コンフィギュレーション（リージョン名、リビジョ
ン番号、および VLAN とインスタンスのマッピング）を手動で設定することは可能です。

• ネットワーク内の冗長パスでロードバランシングを機能させるには、すべての VLAN/ インス
タンス間マッピングの割り当てが一致している必要があります。一致していないと、すべての

トラフィックが 1 つのリンク上で伝送されます。パス コストを手動で設定することで、スイッ
チ スタック全体にわたりロードバランシングを実現できます。

• PVST+ クラウドと MST クラウド間、または Rapid PVST+ クラウドと MST クラウド間でロー
ドバランシングを実現するには、すべての MST 境界ポートがフォワーディング ステートでな
ければなりません。そのためには、MST クラウドの IST マスターが CST のルートを兼ねてい
る必要があります。MST クラウドが複数の MST リージョンで構成されている場合は、MST
リージョンの 1 つに CST ルートが含まれており、他のすべての MST リージョンにおいて、MST
クラウドに含まれているルートへのパスの方が、PVST+ クラウドまたは Rapid PVST+ クラウド
経由のパスよりも優位である必要があります。クラウド内のスイッチを手動で設定しなければ

ならない場合もあります。

• ネットワークを多数のリージョンに分割することは推奨しません。ただし、分割せざるを得な

い場合は、スイッチド LAN をルータまたは非レイヤ 2 デバイスで相互接続された小規模な
LAN に分割することを推奨します。

• UplinkFast、BackboneFast、クロススタック UplinkFast の設定時の注意事項については、「オプ
ションのスパニングツリー機能の設定時の注意事項」（p.20-13）を参照してください。

MST リージョンの設定の指定および MSTP のイネーブル設定
2 つ以上のスイッチを同じ MST リージョンに設置するには、それらのスイッチに同じ VLAN/イン
スタンス マッピング、同じコンフィギュレーション リビジョン番号、同じ名前を設定しなければ
なりません。

リージョンは、同じ MST コンフィギュレーションを持つ 1 つまたは複数のメンバーで構成されま
す。リージョンの各メンバーは RSTP BPDU を処理する機能を備えている必要があります。ネット
ワーク内の MST リージョンの数には制限はありませんが、各リージョンがサポートできるスパニ
ングツリー インスタンスの数は 65 までです。1 つの VLAN を同時に複数のスパニングツリー イン
スタンスに割り当てることはできません。
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MST リージョンの設定を指定し、MSTP をイネーブルにするには、イネーブル EXEC モードから始
めて次の手順を行います。この手順は必須です。

デフォルトの MST リージョン コンフィギュレーションに戻すには、no spanning-tree mst 
configurationグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。VLAN インスタンス マッ
プをデフォルトの設定に戻すには、no instance instance-id [vlan vlan-range] MST コンフィギュレー
ション コマンドを使用します。デフォルトの名前に戻すには、no name MST コンフィギュレーショ
ン コマンドを使用します。デフォルトのリビジョン番号に戻すには、no revision MST コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。PVST+ を再度イネーブルにするには、no spanning-tree mode
または spanning-tree mode pvstグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 spanning-tree mst configuration MST コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 3 instance instance-id vlan vlan-range VLAN を MST インスタンスに対応付けます。

• instance-id に指定できる範囲は 0 ～ 4094 です。

• vlan vlan-rangeに指定できる範囲は 1 ～ 4094 です。

VLAN を MST インスタンスにマッピングする場合、そのマッピ
ングはインクリメンタルです。コマンドに指定した VLAN 範囲
が、以前にマッピングした VLAN 範囲に対し追加または削除さ
れます。

VLAN 範囲を指定する場合は、ハイフンを使用します。たとえば、
instance 1 vlan 1-63と入力すると、VLAN の 1 ～ 63 が MST インス
タンス 1 にマッピングされます。

VLAN を列挙する場合は、カンマを使用します。たとえば、instance
1 vlan 10, 20, 30と入力すると、VLAN 10、20、30 が MST インスタ
ンス 1 にマッピングされます。

ステップ 4 name name コンフィギュレーション名を指定します。nameストリングの最大長
は 32 文字で、大文字と小文字が区別されます。

ステップ 5 revision version コンフィギュレーション リビジョン番号を指定します。指定できる
範囲は 0 ～ 65535 です。

ステップ 6 show pending 入力した設定を表示して、確認します。

ステップ 7 exit 変更を適用し、グローバル コンフィギュレーション モードに戻りま
す。

ステップ 8 spanning-tree mode mst MSTP をイネーブルにします。RSTP もイネーブルになります。

注意 スパニングツリー モードを変更すると、すべてのスパニ
ングツリー インスタンスが前のモードで停止して新しい
モードで再起動されるので、トラフィックが中断する可能

性があります。

MSTP と PVST+ の両方、または MSTP と Rapid PVST+ の両方を同
時に稼働することはできません。

ステップ 9 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 10 show running-config 設定を確認します。

ステップ 11 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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以下の設定例は、MST コンフィギュレーション モードを開始し、VLAN 10 ～ 20 を MST インスタ
ンス 1 にマッピングして、そのリージョンの名前を region1に設定し、コンフィギュレーション リ
ビジョン番号として 1 を設定し、入力した設定を表示してから、変更を適用し、グローバル コン
フィギュレーション モードに戻る方法を示しています。

Switch(config)# spanning-tree mst configuration
Switch(config-mst)# instance 1 vlan 10-20
Switch(config-mst)# name region1
Switch(config-mst)# revision 1
Switch(config-mst)# show pending
Pending MST configuration
Name      [region1]
Revision  1
Instance Vlans Mapped
--------  ---------------------
0         1-9,21-4094
1         10-20
-------------------------------

Switch(config-mst)# exit
Switch(config)#

ルート スイッチの設定
スイッチは、マッピングした VLAN グループのスパニングツリー インスタンスを維持します。各
インスタンスには、スイッチ プライオリティとスイッチ MAC アドレスからなるスイッチ ID が対
応付けられています。VLAN グループの場合は、最小のスイッチ ID を持つスイッチがルート スイッ
チになります。

あるスイッチがルート スイッチになるように設定するには、spanning-tree mst instance-id root グ
ローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、スイッチ プライオリティをデフォルト値
（32768）からきわめて小さいプライオリティ値に変更します。これにより、そのスイッチが指定さ
れたスパニングツリー インスタンスのルート スイッチになることができます。このコマンドを入
力すると、スイッチは、ルート スイッチのスイッチ プライオリティをチェックします。拡張シス
テム ID をサポートするため、スイッチは、指定インスタンスの固有のプライオリティを 24576 に
設定します（この値によって、このスイッチが指定されたスパニングツリー インスタンスのルート
スイッチになる場合）。

指定されたインスタンスのいずれかのルート スイッチに 24576 より小さいスイッチ プライオリ
ティ値が設定されている場合、スイッチは指定された VLAN に対する自身のプライオリティを、最
小のスイッチ プライオリティより 4096 だけ小さい値に設定します（表 18-1 [p.18-5] に示すように、
4096 は、4 ビット スイッチ プライオリティ値の最下位ビットの値です）。

（注） Cisco IOS Release 12.1(14)EA1 より前のソフトウェア リリースを稼働している Catalyst 3750スイッ
チは、MSTP をサポートしません。

拡張システム ID をサポートしないスイッチとサポートするスイッチの両方がネットワークに混在
している場合は、拡張システム ID をサポートするスイッチがルート スイッチになることはありま
せん。拡張システム ID は、旧ソフトウェア実装の接続スイッチのプライオリティより VLAN 番号
が大きくなるたびに、スイッチ プライオリティ値を増やします。

各スパニングツリー インスタンスのルート スイッチは、バックボーンまたはディストリビュー
ション スイッチでなければなりません。アクセス スイッチをスパニングツリー プライマリ ルート
として設定しないでください。
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レイヤ 2 ネットワークの直径（つまり、レイヤ 2 ネットワーク上の任意の 2 つのエンド ステーショ
ン間の最大スイッチ ホップ数）を指定するには、diameterキーワードを指定します。ネットワーク
の直径を指定すると、スイッチはその直径を持つネットワークに最適な hello タイム、転送遅延時
間、および最大エージング タイムを自動的に設定します。その結果、STP のコンバージェンスに要
する時間が大幅に短縮されます。hello キーワードを使用すると、自動的に計算された hello タイム
を上書きできます。

（注） スイッチをルート スイッチとして設定したあとに、spanning-tree mst hello-time、spanning-tree mst
forward-time、および spanning-tree mst max-age グローバル コンフィギュレーション コマンドを
使用して、hello タイム、転送遅延時間、最大エージング タイムを手動で設定することは推奨しま
せん。

スイッチをルート スイッチに設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。こ
の手順は任意です。

スイッチをデフォルト設定に戻すには、no spanning-tree mst instance-id root グローバル コンフィ
ギュレーション コマンドを使用します。

セカンダリ ルート スイッチの設定
拡張システム ID をサポートするスイッチをセカンダリ ルートとして設定すると、スイッチ プライ
オリティはデフォルト値（32768）から 28672 に変更されます。その結果、プライマリ ルート ス
イッチに障害が発生した場合に、このスイッチが、指定されたインスタンスのルート スイッチにな
る可能性が高くなります。ネットワーク上の他のスイッチはデフォルトのスイッチ プライオリティ
である 32768 を使用していると想定されるので、他のスイッチがルート スイッチになる可能性は低
くなります。

このコマンドを複数のスイッチに実行して、複数のバックアップ ルート スイッチを設定できます。
spanning-tree mst instance-id root primaryグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、
プライマリ ルート スイッチの設定時と同じネットワーク直径と hello タイム値を設定してください。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 spanning-tree mst instance-id root 
primary [diameter net-diameter 
[hello-time seconds]]

スイッチをルート スイッチとして設定します。

• instance-idには、単一のインスタンス、ハイフンで区切られ
たインスタンス範囲、またはカンマで区切られた一連のイン

スタンスを指定できます。指定できる範囲は 0 ～ 4094 です。

• （任意）diameter net-diameter には、任意の 2 つのエンド ス
テーション間の最大スイッチ数を指定します。指定できる範

囲は 2 ～ 7 です。このキーワードを使用できるのは MST イ
ンスタンス 0 の場合だけです。

• （任意）hello-time secondsには、ルート スイッチによってコ
ンフィギュレーション メッセージが生成される間隔を秒数
で指定します。指定できる範囲は 1 ～ 10 秒です。デフォル
トは 2 秒です。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show spanning-tree mst instance-id 設定を確認します。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。



第 19章      MSTP の設定
MSTP 機能の設定

19-22
Catalyst 3750 スイッチ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

78-16180-06-J

スイッチをセカンダリ ルート スイッチに設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実
行します。この手順は任意です。

スイッチをデフォルト設定に戻すには、no spanning-tree mst instance-id root グローバル コンフィ
ギュレーション コマンドを使用します。

ポート プライオリティの設定
ループが発生した場合、MSTP はポート プライオリティを使用して、フォワーディング ステート
にするインターフェイスを選択します。STP に最初に選択させたいインターフェイスには高いプラ
イオリティ値（小さい数値）を、最後に選択させたいインターフェイスには低いプライオリティ値

（大きい数値）を割り当てることができます。すべてのインターフェイスが同じプライオリティ値

を使用している場合、MSTP はインターフェイス番号が最も小さいインターフェイスをフォワー
ディング ステートにして、残りのインターフェイスをブロックします。

（注） スイッチがスイッチ スタックのメンバーの場合は、spanning-tree mst [instance-id] port-priority
priority インターフェイス コンフィギュレーション コマンドの代わりに、spanning-tree mst
[instance-id] cost costインターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用して、フォワーディ
ング ステートにするポートを選択する必要があります。最初に選択させたいポートには小さいコ
スト値を、最後に選択させたいポートには大きいコスト値を割り当てます。詳細については、「パ

ス コストの設定」（p.19-23）を参照してください。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 spanning-tree mst instance-id root 
secondary [diameter net-diameter 
[hello-time seconds]] 

スイッチをセカンダリ ルート スイッチとして設定します。

• instance-idには、単一のインスタンス、ハイフンで区切られ
たインスタンス範囲、またはカンマで区切られた一連のイン

スタンスを指定できます。指定できる範囲は 0 ～ 4094 です。

• （任意）diameter net-diameter には、任意の 2 つのエンド ス
テーション間の最大スイッチ数を指定します。指定できる範

囲は 2 ～ 7 です。このキーワードを使用できるのは MST イ
ンスタンス 0 の場合だけです。

• （任意）hello-time secondsには、ルート スイッチによってコ
ンフィギュレーション メッセージが生成される間隔を秒数
で指定します。指定できる範囲は 1 ～ 10 秒です。デフォル
トは 2 秒です。

プライマリ ルート スイッチの設定時と同じネットワーク直径と
hello タイム値を使用します。「ルート スイッチの設定」（p.19-20）
を参照してください。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show spanning-tree mst instance-id 設定を確認します。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。



第 19章      MSTP の設定
MSTP 機能の設定

19-23
Catalyst 3750 スイッチ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

78-16180-06-J

インターフェイスの MSTP ポート プライオリティを設定するには、イネーブル EXEC モードで次
の手順を実行します。この手順は任意です。

（注） show spanning-tree mst interface interface-id イネーブル EXEC コマンドで情報が表示されるのは、
ポートがリンクアップ動作可能の状態にある場合に限られます。そうでない場合は、

show running-config interfaceイネーブル EXEC コマンドを使用して設定を確認してください。

インターフェイスをデフォルト設定に戻すには、no spanning-tree mst instance-id port-priorityイン
ターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。

パス コストの設定
MSTP パス コストのデフォルト値は、インターフェイスのメディア速度によって決定します。ルー
プが発生すると、MSTP はコストを使用して、フォワーディング ステートにするインターフェイス
を選択します。STP に最初に選択させたいインターフェイスには小さいコスト値を、最後に選択さ
せたいインターフェイスには大きいコスト値を割り当てることができます。すべてのインターフェ

イスが同じコスト値を使用している場合、MSTP はインターフェイス番号が最も小さいインター
フェイスをフォワーディング ステートにして、残りのインターフェイスをブロックします。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id 設定するインターフェイスを指定し、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。

有効なインターフェイスは物理ポートやポート チャネル論理イン
ターフェイスなどです。指定できるポート チャネルの範囲は 1 ～ 48
です。

ステップ 3 spanning-tree mst instance-id 
port-priority priority

ポート プライオリティを設定します。

• instance-idには、単一のインスタンス、ハイフンで区切られたイ
ンスタンス範囲、またはカンマで区切られた一連のインスタン

スを指定できます。指定できる範囲は 0 ～ 4094 です。

• priorityには、16 ずつ増分される 0 ～ 240 の値を指定できます。
デフォルトは 128 です。数字が小さいほどプライオリティが高
くなります。

有効なプライオリティ値は、0、16、32、48、64、80、96、112、
128、144、160、176、192、208、224、240 です。その他の値は
すべて拒否されます。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show spanning-tree mst interface 
interface-id

または

show spanning-tree mst instance-id

設定を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。



第 19章      MSTP の設定
MSTP 機能の設定

19-24
Catalyst 3750 スイッチ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

78-16180-06-J

インターフェイスの MSTP コストを設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行しま
す。この手順は任意です。

（注） show spanning-tree mst interface interface-idイネーブル EXEC コマンドで情報が表示されるのは、リ
ンクアップ動作可能の状態にあるポートに限られます。そうでない場合は、show running-config イ
ネーブル EXEC コマンドを使用して設定を確認してください。

インターフェイスをデフォルト設定に戻すには、no spanning-tree mst instance-id costインターフェ
イス コンフィギュレーション コマンドを使用します。

スイッチ プライオリティの設定
スイッチ プライオリティを設定して、スタンドアロン スイッチまたはスタック内のスイッチが
ルート スイッチとして選択される可能性を高めることができます。

（注） このコマンドは慎重に使用してください。通常、スイッチ プライオリティの変更には、spanning-tree
mst instance-id root primaryおよび spanning-tree mst instance-id root secondaryグローバル コンフィ
ギュレーション コマンドの使用を推奨します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id 設定するインターフェイスを指定し、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。有効なインターフェ
イスは物理ポートやポート チャネル論理インターフェイスなど
です。指定できるポート チャネルの範囲は 1 ～ 48です。

ステップ 3 spanning-tree mst instance-id cost cost コストを設定します。

ループが発生すると、MSTP はパス コストを使用して、フォワー
ディング ステートにするインターフェイスを選択します。パス
コストの値が小さいほど、高速で伝送されます。

• instance-idには、単一のインスタンス、ハイフンで区切られ
たインスタンス範囲、またはカンマで区切られた一連のイン

スタンスを指定できます。指定できる範囲は 0 ～ 4094 です。

• costに指定できる範囲は 1 ～ 200000000 です。デフォルト値
は、インターフェイスのメディア速度によって決まります。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show spanning-tree mst interface 
interface-id

または

show spanning-tree mst instance-id

設定を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。



第 19章      MSTP の設定
MSTP 機能の設定

19-25
Catalyst 3750 スイッチ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

78-16180-06-J

スイッチ プライオリティを設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を行います。この
手順は任意です。

スイッチをデフォルト設定に戻すには、no spanning-tree mst instance-id priorityグローバル コンフィ
ギュレーション コマンドを使用します。

hello タイムの設定
hello タイムを変更することによって、ルート スイッチによるコンフィギュレーション メッセージ
が生成される間隔を設定できます。

すべての MST インスタンスの hello タイムを設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を
実行します。この手順は任意です。

スイッチをデフォルト設定に戻すには、no spanning-tree mst hello-time グローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 spanning-tree mst instance-id priority 
priority

スイッチ プライオリティを設定します。

• instance-idには、単一のインスタンス、ハイフンで区切られ
たインスタンス範囲、またはカンマで区切られた一連のイン

スタンスを指定できます。指定できる範囲は 0 ～ 4094 です。

• priorityに指定できる範囲は 0 ～ 61440 で、4096 ずつ増えま
す。デフォルトは 32768 です。数値が小さいほど、スイッチ
がルート スイッチとして選択される可能性が高くなります。

有効なプライオリティ値は、0、4096、8192、12288、16384、
20480、24576、28672、32768、36864、40960、45056、49152、
53248、57344、61440 です。その他の値はすべて拒否されます。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show spanning-tree mst instance-id 設定を確認します。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 spanning-tree mst hello-time seconds すべての MST インスタンスの hello タイムを設定します。hello
タイムは、ルート スイッチによってコンフィギュレーション
メッセージが生成される間隔です。このメッセージはスイッチが

動作中であることを意味します。

secondsに指定できる範囲は 1 ～ 10 秒です。デフォルトは 2 秒で
す。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show spanning-tree mst 設定を確認します。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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転送遅延時間の設定

すべての MST インスタンスの転送遅延時間を設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順
を実行します。この手順は任意です。

スイッチをデフォルト設定に戻すには、no spanning-tree mst forward-timeグローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。

最大エージング タイムの設定
すべての MST インスタンスの最大エージング タイムを設定するには、イネーブル EXEC モードで
次の手順を実行します。この手順は任意です。

スイッチをデフォルト設定に戻すには、no spanning-tree mst max-ageグローバル コンフィギュレー
ション コマンドを使用します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 spanning-tree mst forward-time seconds すべての MST インスタンスの転送時間を設定します。転送遅延
は、スパニングツリーのラーニングおよびリスニング ステート
からフォワーディング ステートに移行するまでに、ポートが待
機する秒数です。

secondsに指定できる範囲は 4 ～ 30 秒です。デフォルトは 15 秒
です。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show spanning-tree mst 設定を確認します。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 spanning-tree mst max-age seconds すべての MST インスタンスの最大エージング タイムを設定しま
す。最大エージング タイムは、再構成を行うまでに、スイッチがス
パニングツリー コンフィギュレーション メッセージを受信せずに
待機する秒数です。

secondsに指定できる範囲は 6 ～ 40 秒です。デフォルトは 20 秒です。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show spanning-tree mst 設定を確認します。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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最大ホップ カウントの設定
すべての MST インスタンスの最大ホップ カウントを設定するには、イネーブル EXEC モードで次
の手順を実行します。この手順は任意です。

スイッチをデフォルト設定に戻すには、no spanning-tree mst max-hops グローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。

リンク タイプの指定による高速トランジションの保証
2 つのポートをポイントツーポイント リンクで接続し、ローカル ポートが指定ポートになると、
RSTP は提案 / 合意ハンドシェイクを使用して、相手側ポートと高速移行をネゴシエーションし、
ループのないトポロジーを保証します（「高速コンバージェンス」[p.19-12] を参照）。

デフォルトでは、リンク タイプは、インターフェイスのデュプレックス モードによって決定され
ます。全二重ポートはポイントツーポイント接続とみなされ、半二重接続は共有接続とみなされま

す。MSTP が稼働しているリモート スイッチ上の 1 つのポートと物理的にポイントツーポイントで
接続されている半二重リンクが存在する場合は、リンク タイプのデフォルト設定値を変更して、
フォワーディング ステートへの高速移行をイネーブルにできます。

デフォルトのリンク タイプ値を変更するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。
この手順は任意です。

ポートをデフォルト設定に戻すには、no spanning-tree link-typeインターフェイス コンフィギュレー
ション コマンドを使用します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 spanning-tree mst max-hops hop-count BPDU が廃棄され、ポートに維持されていた情報が期限切れにな
るまでの、リージョン内でのホップ数を指定します。

hop-count に指定できる範囲は 1 ～ 255 秒です。デフォルトは 20
秒です。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show spanning-tree mst 設定を確認します。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id 設定するインターフェイスを指定し、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。有効なインターフェ
イスは、物理ポート、VLAN、ポート チャネル論理インターフェ
イスなどです。VLAN ID 範囲は 1 ～ 4094、ポート チャネル範囲
は 1 ～ 48 です。

ステップ 3 spanning-tree link-type point-to-point ポートのリンク タイプをポイントツーポイントに指定します。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show spanning-tree mst interface 
interface-id

設定を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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ネイバ タイプの指定
トポロジーには、先行標準対応のデバイスと IEEE 802.1s 標準対応デバイスの両方を含めることが
できます。デフォルトでは、ポートは自動的に先行標準デバイスを検出しますが、標準 BPDU と先
行標準 BPDU の両方を受信できます。デバイスとそのネイバに不一致が存在すると、CIST のみが
インターフェイスで動作します。

先行標準 BPDU のみを送信するようにポートを設定できます。ポートが STP 互換モードになって
いても、すべての show コマンドで先行標準フラグが表示されます。

デフォルトのリンク タイプ値を変更するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。
この手順は任意です。

ポートをデフォルト設定に戻すには、no spanning-tree mst prestandard インターフェイス コンフィ
ギュレーション コマンドを使用します。

プロトコル移行プロセスの再起動

MSTP を稼働しているスイッチは、IEEE 802.1D レガシー スイッチとの相互運用を可能にする内蔵
プロトコル移行メカニズムをサポートします。このスイッチは、IEEE 802.1D 準拠のレガシー コン
フィギュレーション BPDU（プロトコル バージョンが 0 に設定されている BPDU）を受信すると、
そのポートでは IEEE 802.1D BPDU だけを送信します。また、MSTP スイッチは、レガシー BPDU、
異なるリージョンに関連付けられている MST BPDU（バージョン 3）、または RST BPDU（バージョ
ン 2）を受信することによって、ポートがリージョンの境界に位置していることを検出できます。

ただし、スイッチは、IEEE 802.1D BPDU を受信しなくなっても、MSTP モードに自動的に戻るこ
とはありません。レガシー スイッチが指定スイッチでないかぎり、レガシー スイッチがリンクか
ら除去されたかどうかを判断できないからです。さらにスイッチは、接続先スイッチがリージョン

に加入した場合に、引き続きポートに境界の役割を指定する可能性があります。

プロトコル移行プロセスを再起動する（近接スイッチとの再ネゴシエーションを強制する）には、

clear spanning-tree detected-protocolsイネーブル EXEC コマンドを使用します。

特定のインターフェイスに対してプロトコル移行プロセスを再起動するには、clear spanning-tree
detected-protocols interface interface-idイネーブル EXEC コマンドを使用します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id 設定するインターフェイスを指定し、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。有効なインターフェ
イスは物理ポートなどです。

ステップ 3 spanning-tree mst pre-standard ポートが先行標準 BPDU のみを送信することを指定します。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show spanning-tree mst interface 
interface-id

設定を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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MST コンフィギュレーションおよびステータスの表示
スパニングツリー ステータスを表示するには、表 19-5に示すイネーブル EXEC コマンドの 1 つま
たは複数を使用します。

show spanning-treeイネーブル EXEC コマンドのその他のキーワードについては、このリリースの
コマンド リファレンスを参照してください。

表 19-5 MST ステータスの表示に使用するコマンド

コマンド 説明

show spanning-tree mst configuration MST リージョン コンフィギュレーションを表示します。

show spanning-tree mst configuration digest 現在の MSTCI に含まれる MD5 ダイジェストを表示します。

show spanning-tree mst instance-id 指定されたインスタンスの MST 情報を表示します。

show spanning-tree mst interface interface-id 指定されたインターフェイスの MST 情報を表示します。
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20

オプションのスパニングツリー機能の
設定

この章では、Catalyst 3750スイッチでオプションのスパニングツリー機能を設定する方法について
説明しています。スイッチで Per-VLAN Spanning-Tree Plus（PVST+）が稼働している場合は、これ
らの機能をすべて設定できます。スイッチ スタックが Multiple Spanning-Tree Protocol（MSTP）ま
たは Rapid Per-VLAN Spanning-Tree Plus（Rapid PVST+）プロトコルを稼働している場合は、明記し
た機能のみを設定できます。特に明記しないかぎり、スイッチという用語はスタンドアロン スイッ
チおよびスイッチ スタックを意味します。

PVST+ および Rapid PVST+ を設定する方法の詳細については、第 18 章「STP の設定」を参照して
ください。また、MSTP および複数の VLAN（仮想 LAN）を同じスパニングツリー インスタンス
に対応付ける方法の詳細については、第 19 章「MSTP の設定」を参照してください。

（注） この章で使用されるコマンドの構文および使用方法の詳細については、このリリースのコマンド リ
ファレンスを参照してください。

この章で説明する内容は、次のとおりです。

• オプションのスパニングツリー機能の概要（p.20-2）

• オプションのスパニングツリー機能の設定方法（p.20-13）

• スパニングツリー ステータスの表示（p.20-21）



第 20章      オプションのスパニングツリー機能の設定
オプションのスパニングツリー機能の概要

20-2
Catalyst 3750 スイッチ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

78-16180-06-J

オプションのスパニングツリー機能の概要

ここでは、次の概要について説明します。

• PortFast の概要（p.20-2）

• BPDU ガードの概要（p.20-3）

• BPDU フィルタリングの概要（p.20-3）

• UplinkFast の概要（p.20-4）

• CSUF の概要（p.20-6）

• BackboneFast の概要（p.20-8）

• EtherChannel ガードの概要（p.20-11）

• ルート ガードの概要（p.20-11）

• ループ ガードの概要（p.20-12）

PortFast の概要
PortFast を使用することにより、アクセス ポートまたはトランク ポートとして設定されたインター
フェイスは、ブロッキング ステートから、リスニングおよびラーニング ステートを経由すること
なく、直接にフォワーディング ステートになります。単一のワークステーションまたはサーバに接
続されたインターフェイス上で PortFast を使用すると、スパニングツリーが収束するのを待たずに
デバイスをただちにネットワークに接続できます（図 20-1を参照）。

単一のワークステーションまたはサーバに接続されているインターフェイスは Bridge Protocol Data
Unit（BPDU; ブリッジ プロトコル データ ユニット）を受信しません。PortFast がイネーブルに設定
されているインターフェイスは、スイッチを再起動すると、通常のスパニングツリー ステータスの
変化をたどります。

（注） PortFast の目的は、インターフェイスがスパニングツリーのコンバージェンスを待つ時間を最小限
にすることです。したがって、エンド ステーションに接続されたインターフェイスで使用した場
合に限り有効になります。別のスイッチに接続しているインターフェイスで PortFast をイネーブル
にした場合は、スパニングツリー ループが発生する危険性が生じます。

spanning-tree portfast インターフェイス コンフィギュレーション コマンド、または spanning-tree
portfast default グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用すると、この機能をイネーブ
ルにできます。
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図 20-1 PortFast 対応インターフェイス

BPDU ガードの概要
BPDU ガード機能はスイッチ全体でグローバルにイネーブルにすることも、インターフェイス単位
でイネーブルにすることもできますが、いくつかの相違点があります。

グローバル レベルでは、spanning-tree portfast bpduguard defaultグローバル コンフィギュレーショ
ン コマンドを使用することにより、PortFast イネーブル設定インターフェイスで BPDU ガードをイ
ネーブルにできます。PortFast 稼働ステートのインターフェイスで BPDU を受信すると、スパニン
グツリーはそのインターフェイスをシャットダウンします。有効な設定では、PortFast イネーブル
設定インターフェイスは BPDU を受信しません。PortFast イネーブル設定インターフェイスが
BPDU を受信するということは、無許可デバイスの接続など、無効な設定があることを意味するの
で、BPDU ガード機能はそのインターフェイスを errdisable ステートにします。

インターフェイス レベルでは、spanning-tree bpduguard enableインターフェイス コンフィギュレー
ション コマンドを使用することにより、PortFast 機能をイネーブルにすることなく、任意のインター
フェイスで BPDU ガードをイネーブルにできます。インターフェイスが BPDU を受信すると、その
インターフェイスは errdisable ステートになります。

このように、管理者が手動でインターフェイスを再起動しなければならないため、BPDU ガード機
能は、無効な設定に対する安全対策として使用できます。サービス プロバイダーのネットワークで
BPDU ガード機能を使用すると、アクセス ポートがスパニングツリーに参加するのを防ぐことがで
きます。

スイッチ全体または 1 つのインターフェイスに対して、BPDU ガード機能をイネーブルにできます。

BPDU フィルタリングの概要
BPDU フィルタリング機能はスイッチ全体でグローバルにイネーブルにすることも、インターフェ
イス単位でイネーブルにすることもできますが、いくつかの相違点があります。

グローバル レベルでは、spanning-tree portfast bpdufilter defaultグローバル コンフィギュレーショ
ン コマンドを使用することにより、PortFast イネーブル設定インターフェイスで BPDU フィルタリ
ングをイネーブルにできます。このコマンドは、PortFast 稼働ステート インターフェイスが BPDU
を送受信できないようにします。ただし、スイッチが発信 BPDU のフィルタリングを開始する前の
リンクアップ時では、インターフェイスは BPDU をいくつか送信します。このようなインターフェ
イスに接続されたホストが BPDU を受信しないようにするには、スイッチ全体で BPDU フィルタリ

PortFast 
PortFast 

10
12

25
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ングをイネーブルにする必要があります。PortFast イネーブル設定インターフェイス上で BPDU が
受信された場合、そのインターフェイスは PortFast 稼働ステータスを解除され、BPDU フィルタリ
ングはディセーブルになります。

インターフェイス レベルでは、spanning-tree bpdufilter enableインターフェイス コンフィギュレー
ション コマンドを使用することにより、PortFast 機能をイネーブルにせずに、任意のインターフェ
イスで BPDU フィルタリングをイネーブルにできます。このコマンドにより、インターフェイスは
BPDU を送受信できなくなります。

注意 1 つのインターフェイス上で BPDU フィルタリングをイネーブルにすることは、そのインターフェ
イス上でスパニングツリーをディセーブルにすることと同じであるため、結果として、スパニング

ツリー ループが生じる可能性があります。

スイッチ全体または 1 つのインターフェイスに対して、BPDU フィルタリング機能をイネーブルに
できます。

UplinkFast の概要
階層型ネットワークに配置されたスイッチは、バックボーン スイッチ、ディストリビューション
スイッチ、およびアクセス スイッチに分類できます。図 20-2に、ディストリビューション スイッ
チおよびアクセス スイッチに 1 つまたは複数の冗長リンクが確保されている複雑なネットワーク
の例を示します。冗長リンクは、ループを防止するために、スパニングツリーによってブロックさ

れています。

図 20-2 階層型ネットワークのスイッチ
10

12
31
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スイッチの接続が切断されると、スイッチはスパニングツリーが新しいルート ポートを選択すると
同時に代替パスを使用し始めます。spanning-tree uplinkfastグローバル コンフィギュレーション コ
マンドを使用して UplinkFast をイネーブルにすると、リンクまたはスイッチで障害が発生した場合、
またはスパニングツリー再構成時に、新しいルート ポートを短時間で選択できます。ルート ポー
トは、通常のスパニングツリー手順のようにリスニング ステートおよびラーニング ステートを経
由することなく、ただちにフォワーディング ステートに移行します。

スパニングツリーが新しいルート ポートを再設定すると、他のインターフェイスはインターフェイ
スで学習したアドレスごとに 1 つずつ、マルチキャスト パケットをネットワークにフラッディング
します。max-update-rate パラメータの値（このパラメータのデフォルト値は 150 パケット / 秒）を
小さくすることにより、マルチキャスト トラフィックのこのようなバーストを制限できます。ただ
し、0 を入力した場合には、ステーションを学習するフレームが生成されないので、接続の切断後、
スパニングツリー トポロジーのコンバージェンスにかかる時間が長くなります。

（注） UplinkFast は、ネットワークのアクセスまたはエッジにある配線クローゼットのスイッチでの使用
が最も効果的です。バックボーン デバイスには適していません。また、他のタイプのアプリケー
ションでは効果的に利用できないこともあります。

UplinkFast は、直接リンク障害のあとで高速コンバージェンスを行い、アップリンク グループを使
用して、冗長レイヤ 2 リンク間でロードバランシングを実現します。アップリンク グループは、
（VLAN 単位の）レイヤ 2 インターフェイスの集合であり、いかなるときも、その中の 1 つのイン
ターフェイスだけが転送を行います。具体的には、アップリンク グループは、（転送を行う）ルー
ト ポートと 1 組のブロック ポートからなります（セルフループ ポートを除く）。アップリンク グ
ループは、転送中のリンクで障害が発生した場合にそなえて代替パスを提供します。

図 20-3に、リンク障害のないトポロジー例を示します。ルート スイッチであるスイッチ A は、リ
ンク L1 を介してスイッチ B に、リンク L2 を介してスイッチ C に直接接続されています。スイッ
チ B に直接接続されているスイッチ C のレイヤ 2 インターフェイスは、ブロッキング ステートで
す。

図 20-3 直接リンク障害発生前の UplinkFast の例

スイッチ C が、ルート ポートの現在アクティブ リンクである L2 でリンク障害（直接リンク障害）
を検出すると、UplinkFast がスイッチ C でブロックされていたインターフェイスのブロックを解除
し、リスニング ステートおよびラーニング ステートを経由せずに、直接フォワーディング ステー
トに移行させます（図 20-4を参照）。この切り替えに要する時間は、1 ～ 5 秒程度です。

L1

L2 L3

 C

 A
 B
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57

5
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図 20-4 直接リンク障害発生後の UplinkFast の例

CSUF の概要
Catalyst 3750 スイッチでは、UplinkFast 機能は Cross-Stack UplinkFast（CSUF）機能です。CSUF は、
スイッチ スタック全体に高速スパニングツリー トランジション（通常のネットワーク状況下では
1 秒未満の高速コンバージェンス）を提供します。高速トランジションの実行中は、スイッチ ス
タック上の代替冗長リンクがフォワーディング ステートになりますが、一時的にスパニングツリー
ループが発生したり、バックボーンとの接続が失われたりすることはありません。この機能を使用

すると、一定の構成で、冗長性と回復力に優れたネットワークを構築できます。CSUF は、
spanning-tree uplinkfastグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して UplinkFast 機能を
イネーブルにすると、自動的にイネーブルになります。

CSUF は常に高速トランジションを実現するとは限りません。場合によっては、標準スパニングツ
リー トランジションが実行され、完了までに 30 ～ 40 秒かかります。詳細については、「高速コン
バージェンスを実行させるイベント」（p.20-8）を参照してください。

CSUF の機能

CSUF では、スタックの 1 つのリンクが、ルートへのパスとして確実に選択されます。図 20-5に示
したように、スイッチ 1 のスタック ルート ポートがスパニングツリーのルートへのパスを提供し
ます。スイッチ 2 およびスイッチ 3 の代替スタック ルート ポートは、現在のスタック ルート ス
イッチに障害が生じた場合やスパニングツリー ルートへのリンクに障害が生じた場合に、スパニン
グツリー ルートへの代替パスを提供できます。

リンク 1（ルート リンク）は、スパニングツリー フォワーディング ステートです。リンク 2 およ
びリンク 3 は、スパニングツリー ブロッキング ステートの代替冗長リンクです。スイッチ 1、ス
タック ルート ポート、あるいはリンク 1 に障害が発生すると、CSUF はスイッチ 2 またはスイッチ
3 のいずれかの代替スタック ルート ポートを選択し、1 秒未満でそのポートをフォワーディング ス
テートに変更します。

L1

L2 L3

 C

 A
 B

UplinkFast 

43
57

6



第 20章      オプションのスパニングツリー機能の設定
オプションのスパニングツリー機能の概要

20-7
Catalyst 3750 スイッチ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

78-16180-06-J

図 20-5 CSUF のトポロジー

何らかのリンク損失またはスパニングツリー イベントが発生すると（「高速コンバージェンスを実
行させるイベント」[p.20-8] を参照）、Fast Uplink Transition Protocol は近接リストを使用して、ス
タック メンバーに高速トランジション要求を送信します。

高速トランジション要求を送信するスイッチは、ルート ポートとして選択したポートを高速トラン
ジションでフォワーディング ステートにする必要があります。また、高速トランジションを実行す
る前に、スタックの各スイッチから確認応答を受信する必要があります。

スタックの各スイッチは、ルート、コスト、およびブリッジ ID を比較して、送信側スイッチが自
身よりもスパニングツリー インスタンスのスタック ルートとして適しているかどうかを判別しま
す。送信側スイッチがスタック ルートとして最適である場合、スタック内の各スイッチは確認応答
を戻します。最適でない場合には、高速トランジション要求を送信します。この場合、送信側ス

イッチは、すべてのスタック スイッチからは確認応答を受信しないことになります。

すべてのスタック スイッチから確認応答を受信すると、送信側スイッチの Fast Uplink Transition
Protocol は、そのスイッチの代替スタック ルート ポートをただちにフォワーディング ステートに
移行させます。送信側スイッチがすべてのスタック スイッチからの確認応答を得られなかった場
合、通常のスパニングツリー トランジション（ブロッキング、リスニング、ラーニング、フォワー
ディング）が実行され、スパニングツリー トポロジーのコンバージェンスは標準の速度（2 ×転送
遅延時間 + 最大エージング タイム）で行われます。

Fast Uplink Transition Protocol は、VLAN 単位で実装され、一度に 1 つのスパニングツリー インスタ
ンスだけに適用されます。

 1

Catalyst 3750 

StackWise 
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高速コンバージェンスを実行させるイベント

CSUF 高速コンバージェンスが実行されるかどうかは、ネットワークのイベントまたは障害により
ます。

高速コンバージェンス（通常のネットワーク状況で 1 秒未満）は、次の状況のもとで実行されます。

• スタック ルート ポートのリンクに障害が発生した場合

スタック内の 2 つのスイッチにルートへの代替パスが設定されている場合は、1 つのスイッチ
のみが高速トランジションを実行します。

• スタック ルートとスパニングツリー ルートを接続しているリンクの障害が回復した場合

• ネットワークの再構築により、新しいスタック ルート スイッチが選択された場合

• ネットワークの再構築により、現在のスタック ルート スイッチの新しいポートがスタック 
ルート ポートとして選択された場合

（注） 複数のイベントが同時に発生すると、高速トランジションが実行されないことがあります。たとえ

ば、スタック メンバーの電源が切断され、同時に、スタック ルートからスパニングツリー ルート
へのリンク障害が回復した場合、標準のスパニングツリー コンバージェンスが実行されます。

標準のスパニングツリー コンバージェンス（30 ～ 40 秒）は、次の状況のもとで実行されます。

• スタック ルート スイッチの電源が切断された場合、またはソフトウェア障害が発生した場合

• スタック ルート スイッチの電源または障害が回復した場合

• スタック ルートになる可能性のある新しいスイッチが、スタックに追加された場合

BackboneFast の概要
BackboneFast は、バックボーンのコアに発生した間接的な障害を検出します。BackboneFast は、ア
クセス スイッチに直接接続されたリンク上の障害に応答する UplinkFast 機能の補完的技術です。
BackboneFast を使用すると、インターフェイス上で受信するプロトコル情報の保存期間を決定する
最大エージング タイマーが最適化されます。スイッチが別のスイッチの指定ポートから下位 BPDU
を受信した場合、この BPDU は、他のスイッチからルートへのパスが消失した可能性があること、
および BackboneFast がルートへの代替パスを検出しようとしていることを示します。

BackboneFast をイネーブルにするには、spanning-tree backbonefast グローバル コンフィギュレー
ション コマンドを使用します。BackboneFast は、スイッチのルート ポートまたはブロック ポート
が指定スイッチから下位 BPDU を受信したときに起動します。下位 BPDU は、自身をルート ブリッ
ジと指定ブリッジの両方として宣言した 1 つのスイッチを識別します。スイッチが下位 BPDU を受
信するということは、そのスイッチが直接接続されていないリンク（間接 リンク）に障害が発生し
たということです（つまり、指定スイッチとルート スイッチの接続が切断されています）。スパニ
ングツリーのルールでは、スイッチは、spanning-tree vlan vlan-id max-ageグローバル コンフィギュ
レーション コマンドで設定されている最大エージング タイムの間、下位 BPDU を無視します。

スイッチは、ルート スイッチへの代替パスの有無を判別しようと試みます。下位 BPDU がブロッ
ク インターフェイスに到達した場合、スイッチのルート ポートおよび他のブロック インターフェ
イスがルート スイッチへの代替パスになります（セルフループ ポートは、ルート スイッチへの代
替パスとみなされません）。下位 BPDU がルート ポートに到達した場合は、すべてのブロック イン
ターフェイスがルート スイッチへの代替パスになります。下位 BPDU がルート ポートに到達し、
かつブロック インターフェイスがない場合は、スイッチはルート スイッチへの接続が切断された
ものとみなし、ルートの最大エージング タイムが満了するまで待ち、通常のスパニングツリー ルー
ルに従ってルート スイッチになります。
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スイッチにルート スイッチへの代替パスがある場合、スイッチはこれらの代替パスを使用して、
Root Link Query（RLQ）要求を送信します。スイッチは、スタック メンバーがルート スイッチへの
代替ルートを持つかどうかを学習するために、すべての代替パスに RLQ 要求を送信し、ネットワー
ク内およびスタック内の他のスイッチからの RLQ 応答を待機します。

スタック メンバーは、ブロック インターフェイス上の非スタック メンバーから RLQ 応答を受け取
り、その応答が別の非スタック スイッチ宛てだった場合には、スパニングツリー インターフェイ
ス ステートに関係なくその応答パケットを転送します。

スタック メンバーは、非スタック メンバーから RLQ 応答を受信し、その応答がスタック宛てだっ
た場合は、他のすべてのスタック メンバーがその応答を受信できるように、それを転送します。

ルートへの代替パスがまだ存在していることを検出すると、スイッチは、下位 BPDU を受信したイ
ンターフェイスの最大エージング タイムが満了するまで待ちます。ルート スイッチに対するすべ
ての代替パスが、スイッチとルート スイッチ間の接続が切断されていることを示している場合に
は、スイッチは、RLQ を受信したインターフェイスの最大エージング タイムが満了するまで待ち
ます。1 つまたは複数の代替パスからルート スイッチに引き続き接続できる場合には、スイッチは、
下位 BPDU を受信したすべてのインターフェイスを指定ポートにして、ブロッキング ステートを
解除し（ブロッキング ステートになっていた場合）、リスニング ステートおよびラーニング ステー
トを経て、フォワーディング ステートに移行させます。

図 20-6 に、リンク障害のないトポロジー例を示します。ルートスイッチであるスイッチ A は、リ
ンク L1 を介してスイッチ B に、リンク L2 を介してスイッチ C に直接接続されています。スイッ
チ B に直接接続されているスイッチ C のレイヤ 2 インターフェイスは、ブロッキング ステートで
す。

図 20-6 間接リンク障害発生前の BackboneFast の例

リンク L1 に障害が発生した場合（図 20-7を参照）、スイッチ C はリンク L1 に直接接続していない
のでこの障害を検出できません。ただし、スイッチ B は L1 を介してルート スイッチに直接接続し
ているので障害を検出し、自身をルートとして選択して、スイッチ C に BPDU の送信を始めると同
時に自身をルートとして識別します。スイッチ C は、スイッチ B から下位 BPDU を受信すると、間
接障害が発生しているものと仮定します。その時点で、BackboneFast は、スイッチ C のブロック イ
ンターフェイスを、インターフェイスの最大エージング タイムの満了を待たずにただちにリスニン
グ ステートに移行させます。BackboneFast は、次に、スイッチ C のレイヤ 2 インターフェイスを
フォワーディング ステートに移行させ、スイッチ B からスイッチ A へのパスを設定します。ルー
トスイッチの選択には約 30 秒必要です。これは転送遅延時間がデフォルトの 15 秒に設定されてい
ればその倍の時間です。図 20-7では、リンク L1 で障害が発生した場合 BackboneFast がどのように
トポロジーを再構成するかを示します。
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L2 L3
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 A
 B
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図 20-7 間接リンク障害発生後の BackboneFast の例

新しいスイッチがメディア共有型トポロジーに組み込まれた場合（図 20-8 を参照）、BackboneFast
は起動されません。認識されている指定スイッチ（スイッチ B）から下位 BPDU が届いていないた
めです。新しいスイッチは、自らがルート スイッチであることを伝える下位 BPDU の送信を開始
します。ただし、他のスイッチはこれらの下位 BPDU を無視します。その結果、新しいスイッチは
スイッチ B がスイッチ A（ルート スイッチ）への指定スイッチであることを学習します。

図 20-8 メディア共有型トポロジーへのスイッチの追加
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EtherChannel ガードの概要
EtherChannel ガードを使用してスイッチと接続デバイス間にある EtherChannel の設定ミスを検出で
きます。設定ミスは、スイッチ インターフェイスが EtherChannel に設定されているものの他のデバ
イスのインターフェイスがそのように設定されていない場合に発生します。また、チャネル パラ
メータが EtherChannel の両端で異なっている場合も発生します。EtherChannel 設定時の注意事項に
ついては、「EtherChannel 設定時の注意事項」（p.34-13）を参照してください。

スイッチが他のデバイスの設定ミスを検出した場合、EtherChannel ガードがスイッチ インターフェ
イスを errdisable ステートにして次のエラー メッセージを表示します。

spanning-tree etherchannel guard misconfigグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用し
て、この機能をイネーブルにできます。

ルート ガードの概要
Service Provider（SP; サービス プロバイダー）のレイヤ 2 ネットワークには、SP が所有するスイッ
チ以外への接続が多く含まれている場合があります。このようなトポロジーでは、図 20-9に示すよ
うに、スパニングツリーが再構成され、カスタマーのスイッチ がルート スイッチとして選択され
る可能性があります。この状況を防ぐには、カスタマー ネットワーク内のスイッチに接続する SP
スイッチのインターフェイス上で、ルート ガード機能を設定します。スパニングツリー計算により
カスタマー ネットワークのインターフェイスがルート ポートとして選択された場合、ルート ガー
ド機能はそのインターフェイスを root-inconsistent（ブロック）ステートに変更し、カスタマーのス
イッチがルート スイッチにならないように、またルートへのパスを提供しないようにします。

SP ネットワークの外側のスイッチがルート スイッチになると、インターフェイスはブロックされ
（root-inconsistent ステートになるので）、スパニングツリーによって新しいルート スイッチが選択さ
れます。したがって、カスタマーのスイッチは、ルート スイッチにはならず、ルートへのパスにも
含まれません。

そのスイッチが Multiple Spanning-Tree（MST）モードで動作している場合、ルート ガード機能に
よって、そのインターフェイスは強制的に指定ポートになります。ルート ガードにより、Internal
Spanning-Tree（IST）インスタンス内の境界ポートがブロックされた場合、そのインターフェイス
はすべての MST インスタンスでブロックされます。境界ポートは、指定スイッチが IEEE 802.1D ス
イッチまたは異なる MST リージョン コンフィギュレーションを持つスイッチである LAN に接続
されるインターフェイスです。

1 つのインターフェイスでルート ガードをイネーブルにすると、そのインターフェイスが属するす
べての VLAN にルート ガードが適用されます。VLAN をグループにまとめて MST インスタンスに
マッピングできます。

spanning-tree guard root インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用して、この機
能をイネーブルにできます。

注意 ルート ガード機能を誤って使用すると、接続が切断されることがあります。
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図 20-9 SP ネットワークにおけるルート ガード

ループ ガードの概要
ループ ガードを使用すると、障害による単一方向リンクが原因で、代替ポートまたはルート ポー
トが指定ポートになるのを防止できます。この機能は、スイッチド ネットワーク全体でイネーブル
に設定すると、大きな効果が得られます。ループ ガードは、代替ポートおよびルート ポートが指
定ポートになるのを防ぎます。したがって、スパニングツリーはルート ポートまたは代替ポートで
BPDU を送信しません。

spanning-tree loopguard default グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、この機
能をイネーブルにできます。

スイッチが PVST+ モードまたは Rapid PVST+ モードで動作している場合、ループ ガードは、代替
ポートおよびルート ポートが指定ポートになるのを防ぎます。スパニングツリーはルート ポート
または代替ポート上で BPDU を送信しません。

スイッチが MST モードで動作している場合、非境界ポートで BPDU が送信されないのは、すべて
の MST インスタンスにおいて、そのインターフェイスがループ ガードによりブロックされている
場合だけです。境界ポートでは、ループ ガードによってすべての MST インスタンスのインターフェ
イスがブロックされます。

10
12

32

SP 
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オプションのスパニングツリー機能の設定方法

ここでは、次の設定について説明します。

• オプションのスパニングツリー機能のデフォルト設定（p.20-13）

• オプションのスパニングツリー機能の設定時の注意事項（p.20-13）

• PortFast のイネーブル化（p.20-13）（任意）

• BPDU ガードのイネーブル化（p.20-15）（任意）

• BPDU フィルタリングのイネーブル化（p.20-16）（任意）

• 冗長リンクで使用するための UplinkFast のイネーブル化（p.20-17）（任意）

• CSUF のイネーブル化（p.20-18）（任意）

• BackboneFast のイネーブル化（p.20-18）（任意）

• EtherChannel ガードのイネーブル化（p.20-18）（任意）

• ルート ガードのイネーブル化（p.20-19）（任意）

• ループ ガードのイネーブル化（p.20-20）（任意）

オプションのスパニングツリー機能のデフォルト設定

表 20-1に、オプションのスパニングツリー機能のデフォルト設定を示します。

オプションのスパニングツリー機能の設定時の注意事項

スイッチで PVST+、Rapid PVST+、または MSTP が稼働していれば、PortFast、BPDU ガード、BPDU
フィルタリング、EtherChannel ガード、ルート ガード、またはループ ガードを設定できます。

Rapid PVST+ または MSTP に対して UplinkFast、BackboneFast、またはクロススタック UplinkFast 機
能を設定できます。ただし、スパニングツリー モードを PVST+ に変更するまで、この機能はディ
セーブル（非アクティブ）のままです。

PortFast のイネーブル化
PortFast 機能がイネーブルに設定されたインターフェイスは、標準の転送遅延時間を待たずに直接
スパニングツリーのフォワーディング ステートに移行されます。

表 20-1 オプションのスパニングツリー機能のデフォルト設定

機能 デフォルト設定

PortFast、BPDU フィルタリング、BPDU ガード グローバルにディセーブル（インターフェイス単位で個別に設定され

ていない場合）

UplinkFast グローバルにディセーブル（Catalyst 3750 スイッチでは、UplinkFast
機能は CSUF 機能です）

BackboneFast グローバルにディセーブル

EtherChannel ガード グローバルにイネーブル

ルート ガード 全インターフェイスでディセーブル

ループ ガード 全インターフェイスでディセーブル
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注意 PortFast を使用するのは、単一のエンド ステーションをアクセス ポートまたはトランク ポートに
接続する場合のみにしてください。スイッチまたはハブに接続するインターフェイスでこの機能を

イネーブルにすると、スパニングツリーがネットワーク ループを検出または阻止できなくなり、そ
のためにブロードキャスト ストームやアドレス学習の障害が起こる可能性があります。

PortFast 機能は、音声 VLAN 機能をイネーブルにすると自動的にイネーブルになりますが、音声
VLAN 機能をディセーブルしても自動的にディセーブルになりません。詳細については、第 15 章
「音声 VLAN の設定」を参照してください。

スイッチで PVST+、Rapid PVST+、または MSTP が稼働していれば、この機能をイネーブルにでき
ます。

PortFast をイネーブルにするには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。この手順は
任意です。

（注） spanning-tree portfast defaultグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用すると、すべて
の非トランク ポート全体で PortFast 機能をイネーブルにできます。

PortFast 機能をディセーブルにするには、spanning-tree portfast disableインターフェイス コンフィ
ギュレーション コマンドを使用します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id 設定するインターフェイスを指定し、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。

ステップ 3 spanning-tree portfast [trunk] 単一のワークステーションまたはサーバに接続されたアクセス

ポートで PortFast をイネーブルにします。trunkキーワードを指定す
ることにより、トランク ポートで PortFast をイネーブルにできます。

（注） トランク ポートで PortFast 機能をイネーブルにするには、
spanning-tree portfast trunkインターフェイス コンフィギュ
レーション コマンドを使用する必要があります。
spanning-tree portfast コマンドはトランク ポートで機能し
ません。

注意 トランク ポートで PortFast をイネーブルにする前に、その
トランク ポートとワークステーションまたはサーバの間
のネットワークにループがないことを確認してください。

デフォルトでは、PortFast はすべてのインターフェイスでディセーブ
ルに設定されています。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show spanning-tree interface 
interface-id portfast

設定を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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BPDU ガードのイネーブル化
PortFast がイネーブルに設定されているインターフェイス（PortFast 稼働ステート）でグローバルに
BPDU ガードをイネーブルにすると、スパニングツリーは BPDU を受信した PortFast イネーブル設
定インターフェイスをシャットダウンします。

有効な設定では、PortFast イネーブル設定インターフェイスは BPDU を受信しません。PortFast イ
ネーブル設定インターフェイスが BPDU を受信するということは、無許可デバイスの接続など、無
効な設定があることを意味するので、BPDU ガード機能はそのインターフェイスを errdisable ステー
トにします。このように、管理者が手動でインターフェイスを再起動しなければならないため、

BPDU ガード機能は、無効な設定に対する安全対策として使用できます。サービス プロバイダーの
ネットワークで BPDU ガード機能を使用すると、アクセス ポートがスパニングツリーに参加する
のを防ぐことができます。

注意 PortFast を設定するのは、エンド ステーションに接続されているインターフェイスだけにしてくだ
さい。そうしないと、偶発的なトポロジー ループによってデータ パケットのループが発生し、ス
イッチやネットワークの動作が混乱する可能性があります。

spanning-tree bpduguard enableインターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用すると、
PortFast 機能をイネーブルにしなくても、任意のインターフェイスで BPDU ガードをイネーブルに
できます。インターフェイスが BPDU を受信すると、そのインターフェイスは errdisable ステート
になります。

スイッチで PVST+、Rapid PVST+、または MSTP が稼働していれば、BPDU ガード機能をイネーブ
ルにできます。

BPDU ガード機能をグローバルにイネーブルにするには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実
行します。この手順は任意です。

BPDU ガードをディセーブルにするには、no spanning-tree portfast bpduguard default グローバル
コンフィギュレーション コマンドを使用します。

spanning-tree bpduguard enableインターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用すると、
no spanning-tree portfast bpduguard defaultグローバル コンフィギュレーション コマンドの設定を
上書きできます。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 spanning-tree portfast bpduguard default BPDU ガードをグローバルにイネーブルにします。

デフォルトでは、BPDU ガードはディセーブルに設定されていま
す。

ステップ 3 interface interface-id エンド ステーションに接続するインターフェイスを指定し、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。

ステップ 4 spanning-tree portfast PortFast 機能をイネーブルにします。

ステップ 5 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 show running-config 設定を確認します。

ステップ 7 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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BPDU フィルタリングのイネーブル化
PortFast がイネーブルに設定されているインターフェイスでグローバルに BPDU フィルタリングを
イネーブルにすると、PortFast 稼働ステートのインターフェイスは BPDU を送受信できなくなりま
す。ただし、スイッチが発信 BPDU のフィルタリングを開始する前のリンクアップ時では、イン
ターフェイスは BPDU をいくつか送信します。このようなインターフェイスに接続されたホストが
BPDU を受信しないようにするには、スイッチ全体で BPDU フィルタリングをイネーブルにする必
要があります。PortFast イネーブル設定インターフェイス上で BPDU が受信された場合、そのイン
ターフェイスは PortFast 稼働ステータスを解除され、BPDU フィルタリングはディセーブルになり
ます。

注意 PortFast を設定するのは、エンド ステーションに接続されているインターフェイスだけにしてくだ
さい。そうしないと、偶発的なトポロジー ループによってデータ パケットのループが発生し、ス
イッチやネットワークの動作が混乱する可能性があります。

spanning-tree bpdufilter enableインターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用すると、
PortFast 機能をイネーブルにせずに、任意のインターフェイスで BPDU フィルタリングをイネーブ
ルにできます。このコマンドにより、インターフェイスは BPDU を送受信できなくなります。

注意 1 つのインターフェイス上で BPDU フィルタリングをイネーブルにすることは、そのインターフェ
イス上でスパニングツリーをディセーブルにすることと同じであるため、結果として、スパニング

ツリー ループが生じる可能性があります。

スイッチで PVST+、Rapid PVST+、または MSTP が稼働していれば、BPDU フィルタリング機能を
イネーブルにできます。

BPDU フィルタリング機能をグローバルにイネーブルにするには、イネーブル EXEC モードで次の
手順を実行します。この手順は任意です。

BPDU フィルタリングをディセーブルにするには、no spanning-tree portfast bpdufilter defaultグロー
バル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

spanning-tree bpdufilter enableインターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用すると、
no spanning-tree portfast bpdufilter default グローバル コンフィギュレーション コマンドの設定値
を上書きできます。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 spanning-tree portfast bpdufilter default BPDU フィルタリングをグローバルにイネーブルにします。

デフォルトでは、BPDU フィルタリングはディセーブルに設定さ
れています。

ステップ 3 interface interface-id エンド ステーションに接続するインターフェイスを指定し、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。

ステップ 4 spanning-tree portfast PortFast 機能をイネーブルにします。

ステップ 5 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 show running-config 設定を確認します。

ステップ 7 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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冗長リンクで使用するための UplinkFast のイネーブル化
UplinkFast は、スイッチ プライオリティが設定された VLAN ではイネーブルにできません。スイッ
チ プライオリティが設定された VLAN で UplinkFast をイネーブルにするには、まずno spanning-tree
vlan vlan-id priorityグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、VLAN 上のスイッチ
プライオリティをデフォルト値に戻します。

（注） UplinkFast をイネーブルにすると、スイッチ スタックのすべての VLAN に影響します。個々の
VLAN に UplinkFast を設定することはできません。

Rapid PVST+ または MSTP に対して、UplinkFastまたは CSUF機能を設定できます。ただし、スパ
ニングツリー モードを PVST+ に変更するまで、この機能はディセーブル（非アクティブ）のまま
です。

UplinkFastおよび CSUFをイネーブルにするには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行しま
す。この手順は任意です。

UplinkFast をイネーブルにすると、すべての VLAN のスイッチ プライオリティが 49152 に設定され
ます。パス コストを 3000 未満の値に変更し、UplinkFast をイネーブルにするか、UplinkFast がすで
にイネーブルになっている場合、すべてのインターフェイスおよび VLAN トランクのパス コスト
が 3000 だけ増分されます（3000 以上の値に変更した場合は、パス コストは変わりません）。スイッ
チ プライオリティとパス コストを変更することによって、スイッチがルート スイッチになる可能
性が減少します。

デフォルト値を変更していなければ、UplinkFast をディセーブルにすると、すべての VLAN のス
イッチ プライオリティおよびすべてのインターフェイスのパス コストは、デフォルト値に設定さ
れます。

アップデート パケット レートをデフォルト設定に戻すには、no spanning-tree uplinkfast 
max-update-rateグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。UplinkFast をディセー
ブルにするには、no spanning-tree uplinkfastコマンドを使用します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 spanning-tree uplinkfast 
[max-update-rate pkts-per-second]

UplinkFast をイネーブルにします。

（任意）pkts-per-secondでは、指定できる範囲は 0 ～ 32000 パケッ
ト /秒です。デフォルトは 150 パケット /秒です。

速度を 0 に設定すると、ステーションを学習するフレームが生成
されないので、接続の切断後、スパニングツリー トポロジーの
コンバージェンスに要する時間が長くなります。

このコマンドを入力すると、すべての非スタック ポート イン
ターフェイス上でも CSUF がイネーブルになります。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show spanning-tree summary 設定を確認します。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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CSUF のイネーブル化
spanning-tree uplinkfastグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して UplinkFast 機能を
イネーブルまたはディセーブルにすると、CSUF は自動的に非スタック ポート インターフェイス上
でグローバルにイネーブルまたはディセーブルになります。

詳細については、「冗長リンクで使用するための UplinkFast のイネーブル化」（p.20-17）を参照して
ください。

スイッチおよびそのすべての VLAN で UplinkFast をディセーブルにするには、no spanning-tree
uplinkfastグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

BackboneFast のイネーブル化
BackboneFast をイネーブルにすると、間接リンク障害を検出し、スパニングツリーの再構築をより
早く開始できます。

（注） BackboneFast を使用する場合は、ネットワーク内のすべてのスイッチでイネーブルにする必要があ
ります。BackboneFast はトークンリング VLAN ではサポートされていません。この機能は、サード
パーティ製スイッチでの使用のためサポートされています。

Rapid PVST+ または MSTP に対して、BackboneFast 機能を設定できます。ただし、スパニングツ
リー モードを PVST+ に変更するまで、この機能はディセーブル（非アクティブ）のままです。

BackboneFast をイネーブルにするには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。この手
順は任意です。

BackboneFast 機能をディセーブルにするには、no spanning-tree backbonefast グローバル コンフィ
ギュレーション コマンドを使用します。

EtherChannel ガードのイネーブル化
スイッチで PVST+、Rapid PVST+、または MSTP が稼働していれば、EtherChannel ガード機能をイ
ネーブルにして EtherChannel の設定ミスを検出できます。

EtherChannel ガードをイネーブルにするには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。
この手順は任意です。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 spanning-tree backbonefast BackboneFast をイネーブルにします。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show spanning-tree summary 設定を確認します。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 spanning-tree etherchannel guard misconfig EtherChannel ガードをイネーブルにします。
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EtherChannel ガード機能をディセーブルにするには、no spanning-tree etherchannel guard misconfig
グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

show interfaces status err-disabledイネーブル EXEC コマンドを使用して、EtherChannel の設定ミス
によってどのポートがディセーブルであるかを表示できます。リモート デバイスでは、show
etherchannel summaryイネーブル EXEC コマンドを入力して、EtherChannel 設定を確認できます。

設定の修正後、設定を誤ったポート チャネル インターフェイスに shutdownおよび no shutdownイ
ンターフェイス コンフィギュレーション コマンドを入力します。

ルート ガードのイネーブル化
1 つのインターフェイスでルート ガードをイネーブルにすると、そのインターフェイスが属するす
べての VLAN にルート ガードが適用されます。UplinkFast 機能が使用するインターフェイス上で
ルート ガードをイネーブルにしないでください。UplinkFast では、障害発生時に（ブロッキング ス
テートの）バックアップ インターフェイスがルート ポートになります。ただし、ルート ガードも
同時にイネーブルになっていると、UplinkFast 機能が使用するすべてのバックアップ インターフェ
イスが root-inconsistent（ブロック）ステートに変更され、フォワーディング ステートに移行できな
くなります。

（注） ルート ガードとループ ガードを同時にイネーブルにすることはできません。

スイッチで PVST+、Rapid PVST+、または MSTP が稼働していれば、この機能をイネーブルにでき
ます。

インターフェイス上でルート ガードをイネーブルにするには、イネーブル EXEC モードで次の手
順を実行します。この手順は任意です。

ルート ガードをディセーブルにするには、no spanning-tree guardインターフェイス コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show spanning-tree summary 設定を確認します。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存しま
す。

コマンド 説明

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id 設定するインターフェイスを指定し、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。

ステップ 3 spanning-tree guard root インターフェイスでルート ガードをイネーブルに設定します。

デフォルトでは、ルート ガードはすべてのインターフェイスで
ディセーブルに設定されています。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show running-config 設定を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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ループ ガードのイネーブル化
ループ ガードを使用すると、障害による単一方向リンクが原因で、代替ポートまたはルート ポー
トが指定ポートになるのを防止できます。この機能は、スイッチド ネットワーク全体で設定する
と、大きな効果が得られます。ループ ガードが機能するのは、スパニングツリーによってポイント
ツーポイントとみなされたインターフェイス上だけです。

（注） ループ ガードとルート ガードを同時にイネーブルにすることはできません。

スイッチで PVST+、Rapid PVST+、または MSTP が稼働していれば、この機能をイネーブルにでき
ます。

ループ ガードをイネーブルにするには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。この
手順は任意です。

ループ ガードをグローバルにディセーブルにするには、no spanning-tree loopguard defaultグロー
バル コンフィギュレーション コマンドを使用します。spanning-tree guard loop インターフェイス
コンフィギュレーション コマンドを使用すると、no spanning-tree loopguard defaultグローバル コ
ンフィギュレーション コマンドの設定値を上書きできます。

コマンド 説明

ステップ 1 show spanning-tree active

または

show spanning-tree mst

どのインターフェイスが代替ポートまたはルート ポートかを確
認します。

ステップ 2 configure terminal 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。

ステップ 3 spanning-tree loopguard default ループ ガードをイネーブルにします。

デフォルトでは、ループ ガードはディセーブルに設定されてい
ます。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show running-config 設定を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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スパニングツリー ステータスの表示
スパニングツリー ステータスを表示するには、表 20-2に示すイネーブル EXEC コマンドの 1 つま
たは複数を使用します。

clear spanning-tree [interface interface-id] イネーブル EXEC コマンドを使用して、スパニングツリー
カウンタをクリアにできます。

show spanning-treeイネーブル EXEC コマンドのその他のキーワードについては、このリリースの
コマンド リファレンスを参照してください。

表 20-2 スパニングツリー ステータスの表示に使用するコマンド

コマンド 説明

show spanning-tree active アクティブ インターフェイスのみに関するスパニングツリー情報を
表示します。

show spanning-tree detail インターフェイス情報の詳細なサマリーを表示します。

show spanning-tree interface interface-id 指定されたインターフェイスのスパニングツリー情報を表示します。

show spanning-tree mst interface interface-id 指定されたインターフェイスの MST 情報を表示します。

show spanning-tree summary [totals] インターフェイス ステートのサマリーまたはスパニングツリー ス
テート セクションのすべての行を表示します。
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21

Flex Link および MAC アドレステーブ
ル移動更新機能の設定

ここでは、Catalyst 3750 スイッチ上の Flex Link を設定する方法について説明します。これは、相互
バックアップに使用するケーブル インターフェイス ペアです。また、Flex Link 双方向高速コンバー
ジェンス機能とも呼ばれる、MAC アドレステーブル移動更新機能についても説明します。特に明
記しないかぎり、スイッチという用語はスタンドアロン スイッチおよびスイッチ スタックを意味
します。

（注） この章で使用されるコマンドの構文および使用方法の詳細については、このリリースのコマンド リ
ファレンスを参照してください。

この章で説明する内容は、次のとおりです。

• Flex Link および MAC アドレステーブル移動更新機能の概要（p.21-2）

• Flex Link および MAC アドレステーブル移動更新機能の設定（p.21-5）

• Flex Link および MAC アドレステーブル移動更新のモニタ（p.21-9）
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Flex Link および MAC アドレステーブル移動更新機能の概要
ここでは、以下について説明します。

• Flex Link（p.21-2）

• MAC アドレステーブル移動更新（p.21-3）

Flex Link
Flex Link は、レイヤ 2 インターフェイス（スイッチ ポートまたはポート チャネル）のペアで、イ
ンターフェイスが別のインターフェイスのバックアップとして動作するように設定されています。

この機能は Spanning Tree Protocol（STP; スパニングツリー プロトコル）に対する代替ソリューショ
ンを提供します。ユーザは STP をディセーブルにしても基本的なリンクの冗長性を維持できます。
Flex Link は一般的に、お客様がスイッチで STP を稼働したくない場合に、サービス プロバイダー
または企業ネットワークで設定されます。スイッチで STP が稼働している場合、すでに STP がリ
ンクレベル冗長またはバックアップを提供しているので、Flex Link は必要はありません。

レイヤ 2 インターフェイスを Flex Link またはバックアップ リンクとして割り当てることで、別の
レイヤ 2 インターフェイス（アクティブ リンク）で Flex Link を設定できます。Flex Link をスタッ
ク内の同じスイッチ、または別のスイッチで設定できます。リンクの 1 つがアップ状態でトラ
フィックを転送している場合、別のリンクはスタンバイ モードになり、シャットダウンした場合に
トラフィックを転送する準備をします。指定された時間に、インターフェイス 1 つだけがリンク
アップ ステートになってトラフィックを転送します。プライマリ リンクがシャットダウンした場
合、スタンバイ リンクがトラフィックの転送を開始します。アクティブ リンクがバックアップ状
態になった場合、リンクはスタンバイ モードになって、トラフィックは転送されません。Flex Link
インターフェイスでは、STP はディセーブルです。

図 21-1では、スイッチ A のポート 1 および 2 はアップリンク スイッチ B および C と接続されてい
ます。ポートは Flex Link として設定されているので、インターフェイスのうち 1 つだけがトラ
フィックを転送し、残りのインターフェイスがスタンバイ モードになります。ポート 1 がアクティ
ブ リンクの場合、ポート 1 とスイッチ B 間でトラフィックの転送を開始します。ポート 2（バック
アップ リンク）とスイッチ C 間のリンクは、トラフィックを転送しません。ポート 1 がダウンし
た場合、ポート 2 がアップ状態になってスイッチ C へのトラフィックの転送を開始します。ポート
1 が再びバックアップ状態になった場合、ポート 1 はスタンバイ モードになってトラフィックは転
送しません。ポート 2 はトラフィックを転送し続けます。

図 21-1 Flex Link の設定例

プライマリ（転送）リンクがダウンした場合、トラップはネットワーク管理ステーションに通知し

ます。スタンバイ リンクがダウンした場合、トラップはユーザに通知します。

Flex Link をサポートするのは、レイヤ 2 ポートとポート チャネルだけです。VLAN（仮想 LAN）ま
たはレイヤ 3 ポートではサポートされません。
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MAC アドレステーブル移動更新
MAC アドレステーブル移動更新機能により、スイッチは、プライマリ（転送）リンクがダウンし、
スタンバイ リンクがトラフィックの転送を開始した際に双方向コンバージェンスを迅速に提供し
ます。

図 21-2のスイッチ A はアクセス スイッチで、スイッチ A のポート 1 と 2 はアップリンク スイッチ
B と D に Flex Link ペア経由で接続されています。ポート 1 はトラフィックを転送し、ポート 2 は
バックアップ ステートにあります。PC からサーバへのトラフィックはポート 1 からポート 3 に転
送されます。PC の MAC アドレスはスイッチ C のポート 3 で学習されています。サーバから PC へ
のトラフィックはポート 3 からポート 1 に転送されます。

MAC アドレステーブル移動更新機能が設定されていない場合にポート 1 がダウンすると、ポート
2 がトラフィックの転送を開始します。ただし、スイッチ C は短時間の間、サーバから PC へのト
ラフィックをポート 3 経由で転送し続け、ポート 1 はダウンしているため PC はトラフィックを受
信できません。スイッチ C がポート 3 上の PC の MAC アドレスを削除してポート 4 で再学習する
と、トラフィックはポート 2 経由でサーバから PC に転送できるようになります。

図 21-2 のスイッチで MAC アドレステーブル移動更新機能が設定され、イネーブルになっている場
合に、ポート 1 がダウンすると、ポート 2 が PC からサーバへのトラフィックの転送を開始します。
スイッチはポート 2 から MAC アドレステーブル移動更新パケットを送信します。スイッチ C はこ
のパケットをポート 4 で受信し、即座に PC の MAC アドレスをポート 4 で学習するので、再コン
バージェンス時間が短縮されます。

アクセス スイッチであるスイッチ A を、MAC アドレステーブル移動更新メッセージを送信するよ
うに設定できます。また、アップリンク スイッチ B、C、および D を、MAC アドレステーブル移
動更新メッセージを受信 および処理するように設定できます。スイッチ C が MAC アドレステーブ
ル移動更新メッセージをスイッチ A から受信すると、スイッチ C はポート 4 の PC の MAC アドレ
スを学習します。スイッチ C は PC に対する転送テーブル エントリを含む MAC アドレス テーブル
を更新します。その後スイッチはサーバから PC へのトラフィックの転送をポート 4 経由で開始し、
これによりサーバから PC へのトラフィックの喪失が減少します。
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図 21-2 MAC アドレステーブル移動更新の例
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Flex Link および MAC アドレステーブル移動更新機能の設定
ここでは、以下について説明します。

• 設定時の注意事項（p.21-5）

• デフォルト設定（p.21-5）

設定時の注意事項

Flex Link を設定するときには、次の注意事項に従ってください。

• アクティブ リンクに対し、Flex Link バックアップ リンクを 1 つのみ設定できます。このリン
クはアクティブ インターフェイスとは異なるインターフェイスである必要があります。

• インターフェイスは Flex Link ペアの 1 つにのみ、所属できます。インターフェイスは 1 つのア
クティブ リンクに対してのみ、バックアップ リンクになれます。アクティブ リンクは残りの
Flex Link ペアに所属できません。

• どちらのリンクも EtherChannel に所属するポートにはなれません。ただし、ポート チャネルま
たは物理インターフェイスのいずれかがアクティブ リンクである場合、ポート チャネル 2 つ
（EtherChannel 論理インターフェイス）を Flex Link として、またポート チャネルと物理インター
フェイスを Flex Link として設定できます。

• バックアップ リンクは、アクティブ リンクと同じタイプ（ファスト イーサネット、ギガビッ
ト イーサネット、またはポート チャネル）である必要はありません。ただし、スタンバイ リ
ンクがトラフィックの転送を開始した場合に、ループや動作変更が起きないように、どちらの

Flex Link とも類似した特性で設定する必要があります。

• Flex Link ポートでは、STP はディセーブルです。Flex Link ポートは、ポート上に存在する VLAN
が STP 用に設定されている場合でも、STP には参加しません。STP がイネーブルにされていな
い場合は、設定したトポロジーでループの発生がないようにしてください。

MAC アドレステーブル移動更新機能を設定するには、次の注意事項に従ってください。

• MAC アドレステーブル移動更新を送信 するように、アクセス スイッチでこの機能を設定し、
イネーブルにすることができます。

• MAC アドレステーブル移動更新を受信 するように、アップリンク スイッチでこの機能を設定
し、イネーブルにすることができます。

デフォルト設定

Flex Link はデフォルトでは設定されてなく、バックアップ インターフェイスも定義されていませ
ん。

スイッチの MAC アドレステーブル移動更新機能は設定されていません。
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Flex Link および MAC アドレステーブル移動更新機能の設定
ここでは、以下について説明します。

• Flex Link の設定（p.21-6）

• MAC アドレステーブル移動更新の設定（p.21-6）

Flex Link の設定
Flex Link ペアを設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

次に、インターフェイスにバックアップ インターフェイスを設定し、その設定を確認する例を示し
ます。

Switch# configure terminal 
Switch(conf)# interface fastethernet1/0/1
Switch(conf-if)# switchport backup interface fastethernet1/0/2
Switch(conf-if)# end
Switch# show interface switchport backup
Switch Backup Interface Pairs:

Active Interface        Backup Interface        State
--------------------------------------------------------------------------------------
----
FastEthernet1/0/1 FastEthernet1/0/2 Active Up/Backup Standby
FastEthernet1/0/3 FastEthernet2/0/4  Active Up/Backup Standby
Port-channel1           GigabitEthernet7/0/1  Active Up/Backup Standby

MAC アドレステーブル移動更新の設定
ここでは、以下について説明します。

• スイッチに MAC アドレステーブル移動更新を送信させるための設定

• スイッチに MAC アドレステーブル移動更新を受信させるための設定

MAC アドレステーブル移動更新を送信するようにアクセス スイッチを設定するには、イネーブル
EXEC モードで次の手順を実行します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id インターフェイスを指定し、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。インターフェイスは、物理レ
イヤ 2 インターフェイスまたはポート チャネル（論理インター
フェイス）に設定できます。ポート チャネルの範囲は 1 ～48です。

ステップ 3 switchport backup interface interface-id 物理レイヤ 2 インターフェイス（またはポート チャネル）を、イ
ンターフェイスを装備した Flex Link ペアの一部として設定しま
す。1 つのリンクがトラフィックを転送している場合、残りのイ
ンターフェイスはスタンバイ モードです。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show interface [interface-id] switchport 
backup

設定を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup config （任意）スイッチのスタートアップ コンフィギュレーション ファ
イルに設定を保存します。
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アクセス スイッチの MAC アドレステーブル移動更新機能をディセーブルにするには、no mac
address-table move update transmit インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用しま
す。MAC アドレステーブル移動更新情報を表示するには、show mac address-table move update イ
ネーブル EXEC コマンドを使用します。

この例では、MAC アドレステーブル移動更新機能メッセージを送信するようにアクセス スイッチ
を設定する方法を示します。

Switch# configure terminal 
Switch(conf)# interface fastethernet1/0/1
Switch(conf-if)# switchport backup interface fastethernet1/0/2 mmu primary vlan 2
Switch(conf-if)# end
Switch(conf)# mac address-table move update transmit
Switch(conf)# end

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id インターフェイスを指定し、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。インターフェイスは、物理レ
イヤ 2 インターフェイスまたはポート チャネル（論理インター
フェイス）に設定できます。ポート チャネルの範囲は 1 ～48です。

ステップ 3 switchport backup interface interface-id

または

switchport backup interface interface-id 
mmu primary vlan vlan-id

物理レイヤ 2 インターフェイス（またはポート チャネル）を、イ
ンターフェイスを装備した Flex Link ペアの一部として設定しま
す。MAC アドレステーブル移動更新 VLAN は、インターフェイ
ス上で最小の VLAN ID を持つ VLAN です。

物理レイヤ 2 インターフェイス（またはポート チャネル）を設
定し、MAC アドレステーブル移動更新の送信に使用される、イ
ンターフェイス上の VLAN ID を指定します。

1 つのリンクがトラフィックを転送している場合、もう一方のイ
ンターフェイスはスタンバイ モードになります。

ステップ 4 end グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 5 mac address-table move update transmit プライマリ リンクがダウンして、スイッチがスタンバイ リンク
でトラフィックを転送し始めた場合に、MAC アドレステーブル
移動更新がネットワーク内の他のスイッチに送信されるよう、ア

クセス スイッチをイネーブルにします。

ステップ 6 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 7 show mac address-table move update 設定を確認します。

ステップ 8 copy running-config startup config （任意）スイッチのスタートアップ コンフィギュレーション ファ
イルに設定を保存します。
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次の例に示すように、設定を確認します。

Switch# show mac-address-table move update 
Switch-ID : 01d0.2bfc.3180
Dst mac-address : 0180.c200.0010
Vlans/Macs supported : 1023/8320
Default/Current settings: Rcv Off/Off, Xmt Off/Off
Max packets per min : Rcv 40, Xmt 60 
Rcv packet count : 0
Rcv conforming packet count : 0
Rcv invalid packet count : 0
Rcv packet count this min : 0
Rcv threshold exceed count : 0
Rcv last sequence# this min : 0
Rcv last interface : None
Rcv last src-mac-address : 0000.0000.0000
Rcv last switch-ID : 0000.0000.0000 
Xmt packet count : 0
Xmt packet count this min : 0
Xmt threshold exceed count : 0
Xmt pak buf unavail cnt : 0
Xmt last interface : None

MAC アドレステーブル移動更新メッセージを受信および処理するようにスイッチを設定するに
は、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

アクセス スイッチの MAC アドレステーブル移動更新機能をディセーブルにするには、no mac
address-table move update receive コンフィギュレーション コマンドを使用します。MAC アドレス
テーブル移動更新情報を表示するには、show mac address-table move update イネーブル EXEC コマ
ンドを使用します。

この例では、MAC アドレステーブル移動更新機能メッセージを受信および処理するようにスイッ
チを設定する方法を示します。

Switch# configure terminal 
Switch(conf)# mac address-table move update receive
Switch(conf)# end

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 mac address-table move update receive  MAC アドレステーブル移動更新の受信と処理を行うよう、ス
イッチをイネーブルにします。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show mac address-table move update 設定を確認します。

ステップ 5 copy running-config startup config （任意）スイッチのスタートアップ コンフィギュレーション ファ
イルに設定を保存します。
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Flex Link および MAC アドレステーブル移動更新のモニタ
表 21-1 に、Flex Link 設定と MAC アドレステーブル移動更新情報をモニタするためのイネーブル
EXEC コマンドを示します。

表 21-1 Flex Link および MAC アドレステーブル移動更新のモニタ コマンド

コマンド 説明

show interface [interface-id] switchport 
backup

特定のインターフェイスまたは設定済み Flex Link すべて
に対して設定された Flex Link バックアップ インター
フェイス、および各アクティブ インターフェイスとバッ
クアップ インターフェイスの状態（アップまたはスタン
バイ モード）を表示します。

show mac address-table move update スイッチの MAC アドレステーブル移動更新情報を表示
します。
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22

DHCP 機能および IP ソース ガードの
設定

この章では、Catalyst 3750スイッチに、Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）スヌーピング
機能および Option 82 データ挿入機能を設定する手順について説明します。また、IP ソース ガード
機能を設定する手順についても説明します。特に明記しないかぎり、スイッチという用語はスタン

ドアロン スイッチおよびスイッチ スタックを意味します。

（注） この章で使用されるコマンドの構文および使用方法の詳細については、このリリースのコマンド リ
ファレンス、および『Cisco IOS IP Command Reference, Volume 1 of 3:Addressing and Services』 Release
12.2 を参照してください。

この章で説明する内容は、次のとおりです。

• DHCP 機能の概要（p.22-2）

• DHCP 機能の設定（p.22-9）

• DHCP スヌーピング情報の表示（p.22-16）

• IP ソース ガードの概要（p.22-17）

• IP ソース ガードの設定（p.22-19）

• IP ソース ガード情報の表示（p.22-21）
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DHCP 機能の概要
DHCP は、中央のサーバからホストの IP アドレスをダイナミックに割り当てるために、LAN 環境
で広範囲に使用されています。この機能により、IP アドレス管理のオーバーヘッドを著しく軽減で
きます。また、DHCP により、IP アドレスをホストに永続的に割り当てる必要がなくなり、ネット
ワークに接続しているホストだけが IP アドレスを使用するので、制限された IP アドレス スペース
の節約に役立ちます。

ここでは、以下について説明します。

• DHCP サーバ（p.22-2）

• DHCP リレー エージェント（p.22-2）

• DHCP スヌーピング（p.22-2）

• Option 82 データ挿入（p.22-4）

• DHCP スヌーピングおよびスイッチ スタック（p.22-8）

• Cisco IOS DHCP サーバ データベース（p.22-6）

• DHCP スヌーピング バインディング データベース（p.22-6）

DHCP クライアントの詳細については、『Cisco IOS IP Configuration Guide』 Release 12.2 の
「IP Addressing and Services」にある「Configuring DHCP」を参照してください。

DHCP サーバ
DHCP サーバは、スイッチまたはルータの指定したアドレス プールから IP アドレスを DHCP クラ
イアントに割り当てて、それを管理します。DHCP サーバが DHCP クライアントの要求するコン
フィギュレーション パラメータをデータベースから提供できない場合、要求をネットワーク管理者
が定義する 1 つまたは複数のセカンダリ DHCP サーバに転送できます。

DHCP リレー エージェント
DHCP リレー エージェントは、クライアントとサーバ間で DHCP パケットを転送するレイヤ 3 デバ
イスです。リレー エージェントは、クライアントとサーバが同じ物理サブネット上にない場合、両
者間の要求および応答を転送します。リレー エージェントの転送は、IP データグラムがネットワー
ク間でトランスペアレントにスイッチングされる通常のレイヤ 2 転送とは異なります。リレー エー
ジェントは DHCP メッセージを受信して新しい DHCP メッセージを生成し、これを出力インター
フェイスで送信します。

DHCP スヌーピング
DHCP スヌーピングは、信頼できない DHCP メッセージのフィルタリングおよび DHCP スヌーピン
グ バインディング データベース（DHCP スヌーピング バインディング テーブル）の構築および維
持により、ネットワーク セキュリティを提供する DHCP のセキュリティ機能です。データベース
の詳細については、「DHCP スヌーピング情報の表示」（p.22-16）を参照してください。

DHCP スヌーピングは、信頼できないホストと DHCP サーバ間でファイアウォールに似た機能を果
たします。DHCP スヌーピングを使用すると、エンド ユーザに接続する信頼できないインターフェ
イスと、DHCP サーバまたは他のスイッチに接続する信頼できるインターフェイスとを区別する方
法も提供します。
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（注） DHCP スヌーピングを適切に機能させるには、すべての DHCP サーバが信頼できるインターフェイ
スを介してスイッチに接続されている必要があります。

信頼できない DHCP メッセージとは、ネットワークまたはファイアウォールの外部から受信した
メッセージです。DHCP スヌーピングをサービス プロバイダーの環境で使用する場合、信頼できな
いメッセージは、カスタマー スイッチなど、サービス プロバイダーのネットワーク外のデバイス
から送信されます。不明なデバイスからのメッセージは、トラフィック攻撃の送信元である可能性

があるので、信頼できません。

DHCP スヌーピング バインディング データベースには、MAC（メディア アクセス制御）アドレス、
IP アドレス、リース時間、バインド タイプ、VLAN（仮想 LAN）番号、スイッチの信頼できない
ローカル インターフェイスに対応したインターフェイス情報が登録されています。このデータベー
スには、信頼されるインターフェイスと相互接続するホストに関する情報はありません。

サービス プロバイダー ネットワークでは、信頼されるインターフェイスは同じネットワーク内に
あるデバイス上のポートに接続されます。信頼できないインターフェイスは、ネットワーク内の信

頼できないインターフェイスや、ネットワーク外にあるデバイスのインターフェイスに接続されて

います。

スイッチが信頼できないインターフェイスからパケットを受信し、そのインターフェイスが DHCP
スヌーピングをイネーブルにしている VLAN に属している場合、スイッチは、送信元 MAC アドレ
スおよび DHCP クライアント ハードウェア アドレスを比較します。アドレスが一致する場合（デ
フォルト）、スイッチはパケットを転送します。アドレスが一致しない場合、スイッチはパケット

を廃棄します。

次のいずれかの状況が発生すると、スイッチは DHCP パケットを廃棄します。

• DHCPOFFER、DHCPACK、DHCPNAK、または DHCPLEASEQUERY パケットなどの DHCP
サーバからのパケットが、ネットワークまたはファイアウォールの外部から着信した場合

• パケットが信頼できないインターフェイスで受信され、送信元 MAC アドレスおよび DHCP ク
ライアント ハードウェア アドレスが一致しない場合

• DHCP スヌーピング バインディング データベースに MAC アドレスのある DHCPRELEASE ま
たは DHCPDECLINE ブロードキャスト メッセージをスイッチが受信したが、バインディング
データベースのインターフェイス情報が、メッセージを受信したインターフェイスと一致しな

い場合

• DHCP リレー エージェントが、リレー エージェント IP アドレス（0.0.0.0 以外）を含む DHCP
パケットを転送したり、またはリレー エージェントが、Option 82 情報を含むパケットを信頼
できないポートへ転送した場合

スイッチが DHCP スヌーピングをサポートする集約スイッチで、DHCP Option 82 情報を挿入してい
るエッジ スイッチに接続している場合、Option 82 情報を持つパケットが信頼できないインターフェ
イスで受信されたときにスイッチはそのパケットを廃棄します。DHCP スヌーピングがイネーブル
でパケットが信頼できるポートで受信される場合、集約スイッチは接続デバイスの DHCP スヌーピ
ング バインディングを学習せず、完全な DHCP スヌーピング バインディング データベースを構築
できません。

Cisco IOS Release 12.2(25)SEA より以前のソフトウェア リリースで稼働するエッジ スイッチによっ
て Option 82 情報が挿入された場合、DHCP スヌーピングを集約スイッチに設定できません。DHCP
スヌーピング バインディング データベースが適切に構築されないからです。また、スタティック
バインディングまたは Address Resolution Protocol（ARP）Access Control List（ACL; アクセス制御リ
スト）を使用しない場合、IP ソース ガードとダイナミック ARP 検査をスイッチに設定できません。
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Cisco IOS Release 12.2(25)SEA 以降では、集約スイッチが信頼できないインターフェイスを介して
エッジ スイッチに接続できて ip dhcp snooping information option allow-untrustedグローバル コン
フィギュレーション コマンドを入力した場合、集約スイッチはエッジ スイッチから Option 82 情報
を持つパケットを受け入れます。集約スイッチは、信頼できないスイッチ インターフェイスを介し
て接続されているホストのバインディングを学習します。ホストと接続されている信頼できない入

力インターフェイス上でスイッチが Option 82 情報を持つパケットを受信している間も、ダイナミッ
ク ARP 検査や IP ソース ガードなどの DHCP セキュリティ機能は集約スイッチでイネーブルのまま
です。集約スイッチに接続されているエッジ スイッチ上のポートは、信頼できるインターフェイス
として設定する必要があります。

Option 82 データ挿入
住宅地のメトロポリタン イーサネットアクセス環境では、DHCP により、多数の加入者への IP ア
ドレスの割り当てを集中管理できます。スイッチで DHCP Option 82 機能がイネーブルの場合は、
（MAC アドレスのほかに）ネットワークへの接続に使用されるスイッチ ポートにより、加入者デバ
イスを識別します。加入者 LAN の複数のホストは、アクセス スイッチ上の同一ポートに接続する
ことができ、一意に識別されます。

（注） DHCP Option 82 機能は、DHCP スヌーピングがグローバルにイネーブルの場合に、この機能を使用
している加入者デバイスが割り当てられている VLAN でのみサポートされます。

図 22-1は、中央集中型 DHCP サーバが、アクセス レイヤでスイッチに接続している加入者に IP ア
ドレスの割り当てを行うメトロポリタン イーサネット ネットワークの例です。DHCP クライアン
トおよびこれに対応する DHCP サーバは、同じ IP ネットワークまたはサブネット上には存在しな
いため、DHCP リレー エージェント（Catalyst スイッチ）は、ブロードキャスト転送をイネーブル
にし、クライアントとサーバ間の DHCP メッセージを伝送するように、ヘルパー アドレスを使用
して設定されます。

図 22-1 メトロポリタン イーサネット ネットワークの DHCP リレー エージェント
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スイッチで DHCP スヌーピング情報 Option 82 をイネーブルにすると、次の一連のイベントが発生
します。

• ホスト（DHCP クライアント）は、DHCP 要求を生成して、ネットワーク上にブロードキャス
トします。

• スイッチが DHCP 要求を受信すると、パケットに Option 82 情報を追加します。Option 82 情報
には、スイッチの MAC アドレス（リモート ID サブオプション）およびパケットの受信ポート
の識別子である vlan-mod-port（回線 ID サブオプション）が含まれます。

• リレー エージェントの IP アドレスが設定されている場合、スイッチはこの IP アドレスを
DHCP パケット内に追加します。

• スイッチは、Option 82 フィールドを含む DHCP 要求を、DHCP サーバに転送します。

• DHCP サーバで、パケットを受信します。サーバが Option 82 対応の場合は、リモート ID、回
線 ID、またはその両方を使用して、IP アドレスを割り当てて、単一のリモート ID または回線
ID に割り当てることができる IP アドレス数を制限するなど、ポリシーの実装を行います。さ
らに DHCP サーバは、DHCP 応答内に Option 82 フィールドをそのまま含めます。

• スイッチにより要求がサーバにリレーされた場合、DHCP サーバはこれに対する応答をスイッ
チにユニキャストします。スイッチでは、リモート ID あるいは回線 ID フィールドを調べて、
自分が挿入した Option 82 データであることを確認します。スイッチは Option 82 フィールドを
削除して、DHCP 要求を送信した DHCP クライアントに接続するスイッチ ポートにパケットを
転送します。

前述のイベントが発生したとき、図 22-2の次のフィールドの値は変化しません。

• 回線 ID サブオプション フィールド

－ サブオプション タイプ

－ サブオプション タイプの長さ

－ 回線 ID タイプ

－ 回線 ID タイプの長さ

• リモート ID サブオプション フィールド

－ サブオプション タイプ

－ サブオプション タイプの長さ

－ リモート ID タイプ

－ リモート ID タイプの長さ

回線 ID サブオプションのポート フィールドでは、ポート番号が 3 から始まります。たとえば 24 の
10/100 ポートおよび Small Form-Factor Pluggable（SFP）モジュール スロットを含むスイッチでは、
ポート 3 がファスト イーサネット x/0/1 ポート、ポート 4 がファスト イーサネット x/0/2 ポートの
ようになります。x はスタック メンバー番号です。ポート 27 は SFP モジュール スロット x/0/1 の
ようになります。

図 22-2 に、リモート ID サブオプションおよび回線 ID サブオプションのパケット形式を示します。
回線 ID サブオプションの場合、モジュール番号がスタック内のスイッチ番号に対応します。スイッ
チは、DHCP スヌーピングがグローバルにイネーブルで ip dhcp snooping information optionグロー
バル コンフィギュレーション コマンドが入力される場合にこのパケット形式を使用します。
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図 22-2 サブオプション パケット形式

Cisco IOS DHCP サーバ データベース
DHCP ベースの自動設定プロセスでは、指定された DHCP サーバは Cisco IOS DHCP サーバ データ
ベースを使用します。IP アドレス、address bindings、ブート ファイルなどのコンフィギュレーショ
ン パラメータが含まれています。

アドレス バインディングは、Cisco IOS DHCP サーバ データベース内のホストの IP アドレスと MAC
アドレス間のマッピングです。クライアント IP アドレスは手動で割り当てることができます。ま
たは DHCP サーバが、DHCP アドレス プールから IP アドレスを割り当てることができます。手動
または自動アドレス バインディングの詳細については、『Cisco IOS IP Configuration Guide』 Release
12.2 の「Configuring DHCP」の章を参照してください。

DHCP スヌーピング バインディング データベース
DHCP スヌーピングがイネーブルの場合、スイッチは DHCP スヌーピング バインディング データ
ベースを使用して、信頼できないインターフェイスに関する情報を保存します。データベースには

最大 8192 個のバインディングを保存できます。

各データベース エントリ（binding）には、IP アドレス、対応する MAC アドレス、リース時間（16
進表記）、バインディングが適用されるインターフェイス、インターフェイスが属する VLAN が含
まれます。データベース エージェントは設定された場所で、バインディングをファイルに保存しま
す。各エントリの末尾は、ファイルの先頭からエントリに関連する全バイトまでの総バイト チェッ
クサムです。各エントリは、72 バイトのあとにスペース、チェックサム値が続きます。

スイッチをリロードしたときにバインディングを維持するには、DHCP スヌーピング データベース
エージェントを使用する必要があります。エージェントがディセーブルで、ダイナミック ARP 検
査または IP ソース ガードがイネーブルに設定されていて、DHCP スヌーピング バインディング
データベースにダイナミック バインディングがある場合、スイッチの接続が切断されます。エー
ジェントがディセーブルで、DHCP スヌーピングのみがイネーブルの場合、スイッチの接続は切断
されませんが、DHCP スヌーピングでは DHCP スプーフィング攻撃を防止できないことがありま
す。
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リロードしたとき、スイッチは DHCP スヌーピング バインディング データベースを構築するため、
バインディング ファイルを読み込みます。データベースが変更されると、スイッチはファイルを更
新します。

スイッチが新しいバインディングを学習するかバインディングを失ったとき、スイッチはデータ

ベースのエントリを迅速に更新します。スイッチは、バインディング ファイルのエントリも更新し
ます。ファイルを更新する頻度は、設定可能な遅延に基づいて更新され、更新はバッチ処理されま

す。指定された時間（write-delay および abort-timeout 値によって設定）でファイルが更新されない
場合、更新は中止されます。

次に、バインディングのあるファイル形式を示します。

<initial-checksum> 
TYPE DHCP-SNOOPING 
VERSION 1 
BEGIN 
<entry-1> <checksum-1> 
<entry-2> <checksum-1-2> 
... 
... 
<entry-n> <checksum-1-2-..-n> 
END 

ファイル内の各エントリには、ファイルを読み込んだとき、スイッチがエントリを確認するのに使

用するチェックサム値のタグが付いています。最初の行の initial-checksum エントリでは、最後の
ファイル更新に対応付けられたエントリと、前のファイル更新に対応付けられたエントリを区別し

ます。

次に、バインディング ファイルの例を示します。

2bb4c2a1
TYPE DHCP-SNOOPING
VERSION 1
BEGIN
192.1.168.1 3 0003.47d8.c91f 2BB6488E Fa1/0/4 21ae5fbb
192.1.168.3 3 0003.44d6.c52f 2BB648EB Fa1/0/4 1bdb223f
192.1.168.2 3 0003.47d9.c8f1 2BB648AB Fa1/0/4 584a38f0
END

スイッチが起動し、計算されたチェックサム値が保存されたチェックサム値と等しくなる場合、ス

イッチはバインディング ファイルからエントリを読み込み、バインディングを DHCP スヌーピン
グ バインディング データベースに追加します。次のいずれかの状況が発生すると、スイッチはエ
ントリをすべて無視します。

• スイッチはエントリを読み込み、計算されたチェックサム値が保存されたチェックサム値と等

しくなりません。エントリとそのあとのエントリが無視されます。

• エントリには、リース時間の期限があります（リース時間が満了したときにスイッチがバイン

ディング エントリを削除しない場合）。

• エントリのインターフェイスはシステムにありません。

• インターフェイスは、ルーテッド インターフェイスまたは DHCP スヌーピング信頼インター
フェイスです。
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DHCP スヌーピングおよびスイッチ スタック
DHCP スヌーピングは、スタック マスターで管理されます。新しいスイッチがスタックに参加する
と、スイッチはスタック マスターから DHCP スヌーピング設定を受信します。メンバーがスタッ
クから脱退した場合は、スイッチに関連付けられたすべての DHCP スヌーピング アドレス バイン
ディングが無効になります。

スタック マージが発生し、スタック マスターがもはやスタック マスターでなくなると、そのスタッ
ク マスター内のすべての DHCP スヌーピング バインディング（スタック マスターは除く）が失わ
れます。スタック分割により、既存のスタック マスターは変更されませんが、分割されたスイッチ
に所属するバインディングは、無効になります。分割されたスタックの新しいマスターは、新たに

着信する DHCP パケットの処理を開始します。スイッチ スタックの詳細については、第 5 章「ス
イッチ スタックの管理」を参照してください。
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DHCP 機能の設定
ここでは、次の設定について説明します。

• DHCP のデフォルト設定（p.22-9）

• DHCP スヌーピング設定時の注意事項（p.22-10）

• DHCP サーバの設定（p.22-11）

• DHCP サーバとスイッチ スタック（p.22-11）

• DHCP リレー エージェントの設定（p.22-11）

• パケット転送アドレスの指定（p.22-12）

• DHCP スヌーピングおよび Option 82 のイネーブル化（p.22-12）

• プライベート VLAN での DHCP スヌーピングのイネーブル化（p.22-14）

• Cisco IOS DHCP サーバ データベースのイネーブル化（p.22-14）

• DHCP スヌーピング バインディング データベース エージェントのイネーブル化（p.22-14）

DHCP のデフォルト設定
表 22-1に、DHCP のデフォルト設定を示します。

表 22-1 DHCP のデフォルト設定

機能 デフォルト設定

DHCP サーバ Cisco IOS ソフトウェアではイネーブル。設定
が必要1

1. スイッチは、DHCP サーバとして設定されている場合のみ、DHCP 要求に応答します。

DHCP リレー エージェント イネーブル2

2. スイッチは、DHCP サーバの IP アドレスが DHCP クライアントの SVI に設定されている場合のみ、DHCP パケッ
トをリレーします。

DHCP パケットの転送アドレス 設定なし

リレー エージェント情報の確認 イネーブル（無効なメッセージは廃棄）2

DHCP リレー エージェント転送ポリシー 既存のリレー エージェント情報を置き換えま
す。2

グローバルにイネーブルにされた DHCP スヌー
ピング

ディセーブル

DHCP スヌーピング情報オプション イネーブル

信頼できない入力インターフェイス上のパケッ

トを受け入れる DHCP スヌーピング オプション3

3. この機能は、スイッチがエッジ スイッチの Option 82 情報を持つパケットを受信する集約スイッチに対してのみ
使用します。

ディセーブル

DHCP スヌーピング制限レート 設定なし

DHCP スヌーピングの信頼 信頼されない

DHCP スヌーピング VLAN ディセーブル

DHCP スヌーピング MAC アドレス確認 イネーブル

Cisco IOS DHCP サーバ バインディング データ
ベース

Cisco IOS ソフトウェアではイネーブル。設定
が必要4

4. スイッチは DHCP サーバとして設定されたデバイスからのみ、ネットワーク アドレスおよび設定パラメータを取
得します。

DHCP スヌーピング バインディング データベー
ス エージェント

Cisco IOS ソフトウェアではイネーブル。設定
が必要。宛先が設定されている場合のみ、この

機能は有効
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DHCP スヌーピング設定時の注意事項
ここでは、DHCP スヌーピングの設定時の注意事項を説明します。

• スイッチでは、DHCP スヌーピングをグローバルにイネーブルにする必要があります。

• DHCP スヌーピングは、VLAN 上でイネーブルになるまで、アクティブではありません。

• スイッチで DHCP スヌーピングをグローバルにイネーブルにする前に、DHCP サーバおよび
DHCP リレー エージェントとして機能するデバイスが設定されていてイネーブルであること
を確認します。

• スイッチで DHCP スヌーピングをグローバルにイネーブルにすると、スヌーピングがディセー
ブルになるまで、次の Cisco IOS コマンドを使用できません。次のコマンドを入力すると、ス
イッチはエラー メッセージを返し、設定は適用されません。

－ ip dhcp relay information checkグローバル コンフィギュレーション コマンド

－ ip dhcp relay information checkグローバル コンフィギュレーション コマンド

－ ip dhcp relay information trust-allグローバル コンフィギュレーション コマンド

－ ip dhcp relay information trustedインターフェイス コンフィギュレーション コマンド

• スイッチに DHCP スヌーピング情報オプションを設定する前に、DHCP サーバとして機能する
デバイスが設定されていることを確認します。たとえば、DHCP サーバが割り当てたり排除し
たりすることのできる IP アドレスを指定するか、またはこれらのデバイスに DHCP オプショ
ンを設定する必要があります。

• スイッチに DHCP リレー エージェントを設定する前に、DHCP サーバとして機能するデバイス
が設定されていることを確認します。たとえば、DHCP サーバが割り当てたり排除したりする
ことができる IP アドレスを指定する、デバイスに DHCP オプションを設定する、または DHCP
データベース エージェントを設定する必要があります。

• DHCP リレー エージェントがイネーブルで DHCP スヌーピングがディセーブルの場合、DHCP
Option 82 データ挿入機能がサポートされません。

• スイッチ ポートが DHCP サーバに接続されている場合、ポートを信頼できるように設定するに
は、ip dhcp snooping trustインターフェイス コンフィギュレーション コマンドを入力します。

• スイッチ ポートが DHCP クライアントに接続されている場合、ポートを信頼できないものとし
て設定するには、no ip dhcp snooping trustインターフェイス コンフィギュレーション コマン
ドを入力します。

• DHCP スヌーピング バインディング データベースの設定時は、次の注意事項に従ってくださ
い。

－ NVRAM（不揮発性 RAM）とフラッシュ メモリのストレージ容量は制限されているので、
バインディング ファイルを Trivial File Transfer Protocol（TFTP; 簡易ファイル転送プロトコ
ル）サーバに保存することを推奨します。

－ ネットワークベースの URL（TFTP や FTP など）の場合、スイッチが設定したバインディ
ング ファイルにバインディングを書き込む前に、その URL で空のファイルを作成してお
く必要があります。先にサーバで空のファイルを作成する必要があるかどうかを判断する

には、TFTP サーバのマニュアルを参照してください。一部の TFTP サーバはこの方法では
設定することができません。

－ データベースのリース時間を正確にするには、Network Time Protocol（NTP）をイネーブル
にして、設定することを推奨します。詳細については、「NTP の設定」（p.7-5）を参照して
ください。

－ NTP が設定されており、スイッチ システム クロックが NTP と同期化している場合にのみ、
スイッチはバインディング変更をバインディング ファイルに書き込みます。

• 信頼できないデバイスが接続されている集約スイッチに ip dhcp snooping information option
allow-untrustedコマンドを入力しないでください。このコマンドを入力した場合、信頼できな
いデバイスは Option 82 情報をスプーフィングする可能性があります。
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DHCP サーバの設定
スイッチは DHCP サーバとして機能します。デフォルトでは、Cisco IOS DHCP サーバおよびリレー
エージェント機能はスイッチ上でイネーブルですが、設定されていません。これらの機能は動作し

ません。

スイッチでの DHCP サーバの設定手順の詳細については、『Cisco IOS IP Configuration Guide』 
Release 12.2 の「IP addressing and Services」の章にある「Configuring DHCP」を参照してください。

DHCP サーバとスイッチ スタック
データベースをバインドする DHCP は、スタック マスターで管理されます。新しいスタック マス
ターが割り当てられる場合は、新しいマスターは保存されているバインド データベースを TFTP
サーバからダウンロードします。スタック マスターに障害が生じると、保存されていないバインド
データベースは失われます。失われたバインドに関連する IP アドレスは、解除されます。ip dhcp
database url [timeout seconds | write-delay seconds] グローバル コンフィギュレーション コマンドを
使用して、自動バックアップを設定する必要があります。

スタック マージが発生すると、スタック メンバーとなるスタック マスターは、すべての DHCP リー
スのバインドを失います。スタックを分割すると、分割された新しいマスターは、既存の DHCP
リースのバインドではなく、新しい DHCP サーバの動作をします。

スイッチ スタックの詳細については、第 5 章「スイッチ スタックの管理」を参照してください。

DHCP リレー エージェントの設定
スイッチ上で DHCP リレー エージェントをイネーブルにするには、イネーブル EXEC モードで次
の手順を実行します。

DHCP サーバおよびリレー エージェントをディセーブルにするには、no service dhcpグローバル コ
ンフィギュレーション コマンドを使用します。

これらの手順については、『Cisco IOS IP Configuration Guide』 Release 12.2 の「IP Addressing and 
Services」の章にある「Configuring DHCP」を参照してください。

• リレー エージェント情報のチェック（確認）

• リレー エージェント転送ポリシーの設定

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 service dhcp スイッチ上で、DHCP サーバおよびリレー エージェントをイネーブ
ルにします。デフォルトでは、この機能はイネーブルです。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show running-config 設定を確認します。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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パケット転送アドレスの指定

DHCP サーバと DHCP クライアントが異なるネットワークまたはサブネットにある場合、ip
helper-address address インターネット コンフィギュレーション コマンドでスイッチを設定する必
要があります。一般的には、クライアントに一番近いレイヤ 3 インターフェイスでコマンドを設定
します。ip helper-addressコマンドで使用されるアドレスは、特定の DHCP サーバ IP アドレスを使
用するか、または他の DHCP サーバが宛先ネットワーク セグメントにある場合にネットワーク ア
ドレスを使用できます。ネットワーク アドレスを使用すると、任意の DHCP サーバで要求を応答
できます。

パケット転送アドレスを指定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

DHCP パケット転送アドレスを削除する場合は、no ip helper-address address インターフェイス コ
ンフィギュレーション コマンドを使用します。

DHCP スヌーピングおよび Option 82 のイネーブル化
スイッチ上で DHCP スヌーピングをイネーブルにするには、イネーブル EXEC モードで次の手順を
実行します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface vlan vlan-id VLAN ID を入力してスイッチの仮想インターフェイスを作成し、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。

ステップ 3 ip address ip-address subnet-mask インターフェイスに IP アドレスおよび IP サブネットを設定します。

ステップ 4 ip helper-address address DHCP パケット転送アドレスを指定します。

ヘルパー アドレスを特定の DHCP サーバ アドレスにすることがで
きます。また他の DHCP サーバが宛先ネットワーク セグメントにあ
る場合にネットワーク アドレスを使用できます。ネットワーク アド
レスを使用すると、他のサーバで DHCP 要求に応答できます。

複数のサーバがある場合、1 つのヘルパー アドレスを各サーバに設
定できます。

ステップ 5 exit グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 6 interface range port-range

または

interface interface-id

DHCP クライアントに接続された複数の物理ポートを設定し、イン
ターフェイス レンジ コンフィギュレーション モードを開始します。

または

DHCP クライアントに接続された単一の物理ポートを設定し、イン
ターフェイス レンジ コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 7 switchport mode access ポートの VLAN メンバーシップ モードを定義します。

ステップ 8 switchport access vlan vlan-id ポートをステップ 2 で設定された同じ VLAN に割り当てます。

ステップ 9 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 10 show running-config 設定を確認します。

ステップ 11 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 ip dhcp snooping DHCP スヌーピングをグローバルにイネーブルにします。
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ステップ 3 ip dhcp snooping vlan vlan-range VLAN または VLAN 範囲で、DHCP スヌーピングをイネーブルにし
ます。指定できる範囲は 1 ～ 4094 です。

VLAN ID 番号で識別される単一 VLAN ID、カンマで分離された一
連の VLAN ID、ハイフンで分離された VLAN ID の範囲、開始およ
び終了 VLAN ID をスペースで分離した VLAN ID の範囲を入力でき
ます。

ステップ 4 ip dhcp snooping information option スイッチをイネーブルにして、DHCP サーバへの DHCP 要求メッ
セージの DHCP リレー情報（Option 82 フィールド）を挿入または削
除します。これがデフォルト設定です。

ステップ 5 ip dhcp snooping information option 
allow-untrusted

（任意）スイッチがエッジ スイッチに接続されている集約スイッチ
の場合、エッジ スイッチからの Option 82 情報を持つ着信 DHCP ス
ヌーピング パケットを受け入れるようにスイッチをイネーブルに
します。

デフォルトではディセーブルです。

（注） このコマンドは、信頼できるデバイスに接続された集約ス
イッチにのみ入力する必要があります。

ステップ 6 interface interface-id 設定するインターフェイスを指定し、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。

ステップ 7 ip dhcp snooping trust （任意）インターフェイスを trusted または untrusted と設定します。
信頼されないクライアントからメッセージを受信するようにイン

ターフェイスを設定するには、noキーワードを使用します。デフォ
ルトでは untrusted です。

ステップ 8 ip dhcp snooping limit rate rate （任意）インターフェイスが受信できる毎秒ごとの DHCP パケット
数を設定します。指定できる範囲は 1 ～ 2048 です。デフォルトの場
合、レート制限は設定されていません。

（注） 信頼されないレート制限を毎秒 100 パケット以下にするこ
とを推奨します。信頼されるインターフェイスにレート制限
を設定する場合、ポートが、DHCP スヌーピングがイネーブ
ルである複数の VLAN に割り当てられたトランク ポートで
ある場合、レート制限を増やす必要があります。

ステップ 9 exit グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 10 ip dhcp snooping verify mac-address （任意）信頼できないポートで受信された DHCP パケットの送信元
MAC アドレスがパケットのクライアント ハードウェア アドレスと
一致することを確認するようにスイッチを設定します。デフォルト

では、送信元 MAC アドレスがパケット内のクライアント ハード
ウェア アドレスと一致することを確認します。

ステップ 11 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 12 show running-config 設定を確認します。

ステップ 13 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明
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DHCP スヌーピングをディセーブルにするには、no ip dhcp snoopingグローバル コンフィギュレー
ション コマンドを使用します。VLAN または VLAN 範囲で DHCP スヌーピングをディセーブルに
するには、no ip dhcp snooping vlan vlan-rangeグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用
します。Option 82 フィールドの挿入および削除をディセーブルにするには、no ip dhcp snooping
information optionグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。エッジ スイッチか
らの Option 82 情報を持つ着信 DHCP スヌーピング パケットを廃棄するように集約スイッチを設定
するには、no ip dhcp snooping information option allow-untrustedグローバル コンフィギュレーショ
ン コマンドを使用します。

次に、DHCP スヌーピングをグローバルに VLAN 10 でイネーブルにし、ポートのレート制限を毎
秒 100 パケットに設定する例を示します。

Switch(config)# ip dhcp snooping
Switch(config)# ip dhcp snooping vlan 10
Switch(config)# ip dhcp snooping information option
Switch(config)# interface gigabitethernet2/0/1
Switch(config-if)# ip dhcp snooping limit rate 100

プライベート VLAN での DHCP スヌーピングのイネーブル化
プライベート VLAN で DHCP スヌーピングをイネーブルにできます。DHCP スヌーピングがイネー
ブルの場合、設定はプライマリ VLAN、および対応付けられたセカンダリ VLAN 両方に伝播されま
す。プライマリ VLAN で DHCP スヌーピングがイネーブルの場合、DHCP スヌーピングはセカンダ
リ VLAN で設定されます。

DHCP スヌーピングがすでにプライマリ VLAN で設定され、セカンダリ VLAN に別の設定で DHCP
スヌーピングを設定する場合、セカンダリ VLAN の設定は有効になりません。プライマリ VLAN
で DHCP スヌーピングをイネーブルにする必要があります。DHCP スヌーピングがプライマリ
VLAN で設定されていない場合、DHCP スヌーピングを VLAN 200 などのセカンダリ VLAN 上に設
定する際に次のようなメッセージが表示されます。

2w5d:%DHCP_SNOOPING-4-DHCP_SNOOPING_PVLAN_WARNING:DHCP Snooping configuration may not 
take effect on secondary vlan 200. DHCP Snooping configuration on secondary vlan is 
derived from its primary vlan.

show ip dhcp snoopingイネーブル EXEC コマンド出力では、DHCP スヌーピングがイネーブルであ
るプライマリおよびセカンダリ プライベート VLAN を含む、すべての VLAN を表示します。

Cisco IOS DHCP サーバ データベースのイネーブル化
Cisco IOS DHCP サーバ データベースのイネーブルおよび設定手順の詳細については、『Cisco IOS IP
Configuration Guide』 Release 12.2 の「Configuring DHCP」の章にある「DHCP Configuration Task List」
を参照してください。

DHCP スヌーピング バインディング データベース エージェントのイネーブル化
スイッチ上で DHCP スヌーピング バインディング データベース エージェントをイネーブルおよび
設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。
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データベース エージェントおよびバインディング ファイルの使用を止めるには、no ip dhcp
snooping database グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。タイムアウト値ま
たは遅延値をリセットするには、ip dhcp snooping database timeout secondsまたは ip dhcp snooping
database write-delay secondsグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

DHCP スヌーピング バインディング データベース エージェントの統計情報を消去するには、clear
ip dhcp snooping database statisticsイネーブル EXEC コマンドを使用します。データベースを更新
するには、renew ip dhcp snooping databaseイネーブル EXEC コマンドを使用します。

DHCP スヌーピング バインディング データベースからバインディング エントリを削除するには、
no ip dhcp snooping binding mac-address vlan vlan-id ip-address interface interface-idイネーブル EXEC
コマンドを使用します。削除するエントリそれぞれに、このコマンドを入力します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 ip dhcp snooping database {flash[number]:
/filename | ftp://user:password@host/filename 
| http://[[username:password]@]{hostname | 
host-ip}[/directory]/image-name.tar | 
rcp://user@host/filename}| 
tftp://host/filename

次のいずれかの形式を使用して、データベース エージェント
またはバインディング ファイル用に URL を指定します。

• flash[number]:/filename

（任意）スタック マスターのスタック メンバー番号を指定
するには、number パラメータを使用します。number の指
定できる範囲は 1 ～ 9 です。

• ftp://user:password@host/filename

• http://[[username:password]@]{hostname | host-ip}
[/directory]/image-name.tar

• rcp://user@host/filename

• tftp://host/filename

ステップ 3 ip dhcp snooping database timeout seconds データベース転送プロセスを停止するまでの待ち時間を秒単

位で指定します。

デフォルト値は 300 秒です。範囲は 0 ～ 86400 です。値を 0 に
指定すると、無期限に転送を続行します。

ステップ 4 ip dhcp snooping database write-delay 
seconds

バインディング データベースが変更されたあと、転送が遅延
する時間を指定します。指定できる範囲は 15 ～ 86400 秒です。
デフォルト値は 300 秒（5 分）です。

ステップ 5 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 ip dhcp snooping binding mac-address vlan 
vlan-id ip-address interface interface-id 
expiry seconds

（任意）バインディング エントリを DHCP スヌーピング バイン
ディング データベースに追加します。vlan idの範囲は 1 ～ 4904
です。secondsの範囲は 1 ～ 4294967295 です。

追加するエントリそれぞれに、このコマンドを入力します。

（注） スイッチのテストやデバッグを行うとき、このコマン
ドを使用します。

ステップ 7 show ip dhcp snooping database [detail] DHCP スヌーピング バインディング データベース エージェン
トのステータスおよび統計情報を表示します。

ステップ 8 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存しま
す。
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DHCP スヌーピング情報の表示
DHCP スヌーピング情報を表示するには、表 22-2に示す 1 つまたは複数のイネーブル EXEC コマン
ドを使用します。

（注） DHCP スヌーピングがイネーブルで、インターフェイスがダウン ステートに変更された場合、ス
イッチはスタティックに設定されたバインディングを削除しません。

表 22-2 DHCP 情報表示用のコマンド

コマンド 説明

show ip dhcp snooping スイッチの DHCPスヌーピング設定を表示します。

show ip dhcp snooping binding  DHCP スヌーピング バインディング データベース（別名バインディング テー
ブル）内のダイナミックに設定されたバンディングのみを表示します。

show ip dhcp snooping database DHCPスヌーピング バインディング データベースのステータスおよび統計情報
を表示します。

show ip source binding ダイナミックおよびスタティックに設定されたバインディングを表示します。
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IP ソース ガードの概要
IP ソース ガードは、DHCP スヌーピング バインディング データベースおよび手動で設定された IP
ソース バインディングに基づきトラフィックをフィルタリングすることで、非ルーテッドのレイヤ
2 インターフェイス上で IP トラフィックを制限するセキュリティ機能です。IP ソース ガードを使
用すると、ホストがネイバの IP アドレスを使用するときに発生するトラフィック攻撃を防げます。

信頼できないインターフェイスで DHCP スヌーピングがイネーブルの場合、IP ソース ガードをイ
ネーブルにできます。インターフェイスで IP ソース ガードがイネーブルになると、スイッチはイ
ンターフェイスで受信したすべての IP トラフィック（DHCP スヌーピングにより許可された DHCP
パケットを除く）をブロックします。ポート ACL はインターフェイスに適用されます。ポート ACL
は、IP ソース バインディング テーブル内の送信元 IP アドレスのある IP トラフィックのみを許可
し、それ以外のトラフィックをすべて拒否します。

IP ソース バインディング テーブルには、DHCP スヌーピングによって学習されたバインディング、
または手動で設定されたバインディング（スタティック IP ソース バインディング）があります。
このテーブルのエントリには、IP アドレス、対応付けられた MAC アドレス、対応付けられた VLAN
番号が含まれます。スイッチは、IP ソース ガードがイネーブルの場合にのみ、IP ソース バインディ
ング テーブルを使用します。

IP ソース ガードは、アクセスおよびトランク ポートを含めたレイヤ 2 ポートでのみサポートされ
ます。IP ソース ガードに送信元 IP アドレス フィルタリング、または送信元 IP および MAC アドレ
ス フィルタリングを設定できます。

ここでは、以下について説明します。

• 送信元 IP アドレス フィルタリング（p.22-17）

• 送信元 IP および MAC アドレス フィルタリング（p.22-18）

送信元 IP アドレス フィルタリング
このオプションで IP ソース ガードがイネーブルの場合、IP トラフィックは送信元 IP アドレスに基
づいてフィルタリングされます。送信元 IP アドレスが DHCP スヌーピング バインディング データ
ベースのエントリ、または IP ソース バインディング テーブルのバインディングと一致する場合、
スイッチは IP トラフィックを転送します。

DHCP スヌーピング バインディングまたはスタティック IP ソース バインディングが、インター
フェイス上で追加、変更、または削除された場合、スイッチは IP ソース バインディングの変更を
利用してポート ACL を変更し、再びポート ACL をインターフェイスに適用します。

IP ソース バインディング（DHCP スヌーピングによってダイナミックに学習、または手動で設定）
が設定されていないインターフェイス上で、IP ソース ガードをイネーブルにする場合、スイッチ
はインターフェイス上の IP トラフィックをすべて拒否するポート ACL を作成および適用します。
IP ソース ガードをディセーブルにする場合、スイッチはインターフェイスからポート ACL を削除
します。
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送信元 IP および MAC アドレス フィルタリング
このオプションで IP ソース ガードがイネーブルの場合、IP トラフィックは送信元 IP および MAC
アドレスに基づいてフィルタリングされます。送信元 IP および MAC アドレスが IP ソース バイン
ディング テーブルのエントリと一致する場合にのみ、スイッチはトラフィックを転送します。

送信元 IP および MAC アドレス フィルタリングのある IP ソース ガードがイネーブルの場合、ス
イッチは IP および非 IP トラフィックをフィルタリングします。IP または非 IP パケットの送信元
MAC アドレスと有効な IP ソース バインディングが一致する場合、スイッチはパケットを転送しま
す。スイッチは DHCP パケット以外のパケット タイプをすべて廃棄します。

スイッチはポート セキュリティを使用して、送信元 MAC アドレスをフィルタリングします。ポー
ト セキュリティ違反が発生すると、インターフェイスはシャットダウンできます。
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IP ソース ガードの設定
ここでは、次の設定について説明します。

• IP ソース ガードのデフォルト設定（p.22-19）

• IP ソース ガード設定時の注意事項（p.22-19）

• IP ソース ガードのイネーブル化（p.22-20）

IP ソース ガードのデフォルト設定
デフォルトでは、IP ソース ガードはディセーブルに設定されています。

IP ソース ガード設定時の注意事項
ここでは、IP ソース ガードの設定時の注意事項を説明します。

• 非ルーテッド ポートにのみ、スタティック IP バインディングを設定できます。 ip source binding
mac-address vlan vlan-id ip-address interface interface-idグローバル コンフィギュレーション コマ
ンドをルーテッド インターフェイスに入力すると、次のエラー メッセージが表示されます。
Static IP source binding can only be configured on switch port.

• 送信元 IP フィルタリングのある IP ソース ガードが、VLAN 上でイネーブルの場合、インター
フェイスが属するアクセス VLAN 上で DHCP スヌーピングをイネーブルにする必要がありま
す。

• 複数の VLAN のあるトランク インターフェイスで IP ソース ガードをイネーブルにし、DHCP
スヌーピングがすべての VLAN でイネーブルの場合、送信元 IP アドレス フィルタがすべての
VLAN 上に適用されます。

（注） IP ソース ガードがイネーブルで、トランク インターフェイスの VLAN で DHCP スヌー
ピングをイネーブルまたはディセーブルにする場合、スイッチはトラフィックを正常に

フィルタリングできないことがあります。

• 送信元 IP および MAC アドレス フィルタリングのある IP ソース ガードがイネーブルの場合、
DHCP スヌーピングおよびポート セキュリティをインターフェイス上でイネーブルにする必
要があります。

• プライベート VLAN が設定されているインターフェイス上で IP ソース ガードを設定する場
合、ポート セキュリティはサポートされません。

• IP ソース ガードは EtherChannel ではサポートされません。

• IEEE 802.1x ポートベース認証がイネーブルの場合に、この機能をイネーブルにできます。

• Ternary CAM（TCAM）エントリ数が利用可能な最大数を超えた場合、CPU の使用が増加します。
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IP ソース ガードのイネーブル化
インターフェイス上で IP ソース ガードをイネーブルにして設定するには、イネーブル EXEC モー
ドで次の手順を実行します。

送信元 IP アドレス フィルタリングのある IP ソース ガードをディセーブルにするには、no ip verify
sourceインターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。

スタティック IP ソース バインディング エントリを削除するには、no ip sourceグローバル コンフィ
ギュレーション コマンドを使用します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id 設定するインターフェイスを指定し、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。

ステップ 3 ip verify source 

または

ip verify source port-security

送信元 IP アドレス フィルタリングのある IP ソース ガードを
イネーブルにします。

送信元 IP および MAC アドレス フィルタリングのある IP ソー
ス ガードをイネーブルにします。

（注） ip verify source port-security インターフェイス コン
フィギュレーション コマンドを使用して IP ソース
ガードとポート セキュリティの両方をイネーブルにす
る場合は、次の 2 つの注意事項があります。

• DHCP サーバで Option 82 をサポートしていないと、ク
ライアントには IP アドレスが割り当てられません。

• DHCP パケットの MAC アドレスは、セキュアなアド
レスとして学習されません。スイッチが DHCP 以外の
データ トラフィックを受信した場合だけ、DHCP クラ
イアントの MAC アドレスはセキュア アドレスとして
学習されます。

ステップ 4 exit グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 5 ip source binding mac-address vlan vlan-id 
ip-address inteface interface-id

スタティック IP ソース バインディングを追加します。

このコマンドを各スタティック バインディングに入力します。

ステップ 6 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 7 show ip verify source [interface interface-id] インターフェイスすべて、または特定のインターフェイスの IP
ソース ガード設定を表示します。

ステップ 8 show ip source binding [ip-address] 
[mac-address] [dhcp-snooping | static] 
[inteface interface-id] [vlan vlan-id]

スイッチ、特定の VLAN、または特定のインターフェイス上の
IP ソース バインディングを表示します。

ステップ 9 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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次に、VLAN 10 および 11 で送信元 IP および MAC フィルタリングのある IP ソース ガードをイネー
ブルにする例を示します。

Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# ip verify source port-security
Switch(config-if)# exit
Switch(config)# ip source binding 0100.0022.0010 vlan 10 10.0.0.2 interface 
gigabitethernet1/0/1
Switch(config)# ip source binding 0100.0230.0002 vlan 11 10.0.0.4 interface 
gigabitethernet1/0/1
Switch(config)# end

IP ソース ガード情報の表示
IP ソース ガード情報を表示するには、表 22-3に示す 1 つまたは複数のイネーブル EXEC コマンド
を使用します。

表 22-3 IP ソース ガード情報の表示用のコマンド

コマンド 説明

show ip source binding スイッチの IP ソース バインディングを表示します。

show ip verify source スイッチの IP ソース ガードの設定を表示します。
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23

ダイナミック ARP 検査の設定

この章では、Catalyst 3750スイッチにダイナミック Address Resolution Protocol（ARP; アドレス解決
プロトコル）検査を設定する方法について説明します。この機能により、無効な ARP 要求および
応答を同じ VLAN（仮想 LAN）内の他のポートにリレーしないことで、スイッチでの悪質な攻撃を
排除します。特に明記しないかぎり、スイッチという用語はスタンドアロン スイッチおよびスイッ
チ スタックを意味します。

（注） この章で使用されるコマンドの構文および使用方法の詳細については、このリリースのコマンド リ
ファレンスを参照してください。

この章で説明する内容は、次のとおりです。

• ダイナミック ARP 検査の設定（p.23-2）

• ダイナミック ARP 検査の設定（p.23-6）

• ダイナミック ARP 検査情報の表示（p.23-16）
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ダイナミック ARP 検査の設定
ARP は、IP アドレスを MAC（メディア アクセス制御）アドレスにマッピングすることにより、レ
イヤ 2 ブロードキャスト ドメイン内で IP 通信を提供します。たとえば、ホスト B がホスト A に情
報を送信したいが、ARP キャッシュのホスト A に MAC アドレスがないと想定します。ホスト A の
IP アドレスに対応付けられた MAC アドレスを取得するため、ホスト B はブロードキャスト ドメイ
ン内のすべてのホストに対しブロードキャスト メッセージを生成します。ブロードキャスト ドメ
イン内のすべてのホストは ARP 要求を受信し、ホスト A は取得した MAC アドレスで応答します。
ただし、ARP 要求が受信されなかった場合も、ARP はホストから Gratuitous 応答を許可するので、
ARP スプーフィング攻撃および ARP キャッシュのポイズニングが発生します。攻撃のあと、攻撃
にさらされたデバイスからのトラフィックすべては、攻撃者のコンピュータを通過し、続いてルー

タ、スイッチ、ホストを通過します。

悪意のあるユーザは、サブネットに接続されたシステムの ARP キャッシュをポイズニングするこ
とで、またサブネット上の他のホストへのトラフィックを代行受信することで、レイヤ 2 ネット
ワークに接続されたホスト、スイッチ、ルータを攻撃できます。図 23-1に、ARP キャッシュ ポイ
ズニングの例を示します。

図 23-1 ARP キャッシュ ポイズニング

ホスト A、B、C はインターフェイス A、B、C に接続され、すべてが同じサブネット上に存在しま
す。これらの IP および MAC アドレスをカッコ内に示します。たとえば、ホスト A は IP アドレス
の IA および MAC アドレスの MA を使用します。ホスト A が IP レイヤでホスト B と通信する必要
がある場合、ホスト A は、IP アドレス IB に対応付けられた MAC アドレスに対し、ARP 要求をブ
ロードキャストします。スイッチおよびホスト B が ARP 要求を受信すると、IP アドレス IA および
MAC アドレス MA を持ったホストへの ARP バインディングを ARP キャッシュに読み込みます。た
とえば、IP アドレス IA は MAC アドレス MA にバインドされます。ホスト B が応答したとき、ス
イッチおよびホスト A は、IP アドレス IB および MAC アドレス MB へのホストのバインディング
を ARP キャッシュに読み込みます。

ホスト C は、IP アドレス IA（または IB）および MAC アドレス MC を保持するホストに、バイン
ディングを持つ偽造 ARP 要求をブロードキャストすることにより、スイッチ A、ホスト A、ホス
ト B の ARP キャッシュをポイズニングする可能性があります。ポイズニングされた ARP キャッ
シュがあるホストでは、IA または IB 向けトラフィックの宛先 MAC アドレスとして、MAC アドレ
ス MC を使用します。つまり、ホスト C がトラフィックを代行受信することになります。ホスト C
は IA および IB に対応付けられた真の MAC アドレスを知っているので、正しい MAC アドレスを
宛先として使用することで、代行受信したトラフィックをこれらのホストに転送できます。ホスト

C は、ホスト A からホスト B へのトラフィック ストリーム、すなわち典型的な man-in-the-middle
攻撃に自ら入り込んでいます。

ダイナミック ARP 検査は、ネットワーク内の ARP パケットを検証するセキュリティ機能です。ダ
イナミック ARP 検査は、無効な IP/MAC アドレス バインディングのある ARP パケットを代行受信
し、記録し、廃棄します。この機能は特定の man-in-the-middle 攻撃からネットワークを保護します。

A B

C

 A
IA MA

 B
IB MB

 C man-in-the-middle
IC MC 11
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ダイナミック ARP 検査では、有効な ARP 要求および応答のみが確実にリレーされます。スイッチ
は次のアクティビティを実行します。

• 信頼できないポートで ARP 要求および応答すべてを代行受信します。

• ローカル ARP キャッシュを更新する、またはパケットを適切な宛先に転送する前に、代行受信
されたパケットそれぞれに有効な IP/MAC アドレス バインディングが含まれていることを確
認します。

• 無効な ARP パケットを廃棄します。

ダイナミック ARP 検査は、信頼できるデータベースである Dynamic Host Configuration Protocol
（DHCP）スヌーピング バインディング データベースに保存された、有効な IP/MAC アドレス バイ
ンディングに基づき、ARP パケットの妥当性を決定します。DHCP スヌーピングが VLAN および
スイッチでイネーブルの場合、このデータベースは DHCP スヌーピングによって構築されます。
ARP パケットが信頼できるインターフェイスで受信された場合、スイッチはチェックしないでパ
ケットを転送します。信頼できないインターフェイスでは、スイッチは有効なパケットのみを転送

します。

ip arp inspection vlan vlan-range グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、VLAN
単位でダイナミック ARP 検査をイネーブルにできます。設定の詳細については、「DHCP 環境での
ダイナミック ARP 検査の設定」（p.23-7）を参照してください。

DHCP 以外の環境では、ダイナミック ARP 検査は、スタティックに設定された IP アドレスのある
ホストのユーザ設定 ARP Access Control List（ACL; アクセス制御リスト）に対して、ARP パケット
を有効にできます。arp access-list acl-nameグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用し
て、ARP ACL を定義できます。設定の詳細については、「DHCP 以外の環境での ARP ACL の設定」
（p.23-9）を参照してください。スイッチは廃棄されたパケットを記録します。ログ バッファの詳細
については、「廃棄されたパケットのロギング」（p.23-5）を参照してください。

ダイナミック ARP 検査を設定して、パケットの IP アドレスが無効である、または ARP パケット形
式の MAC アドレスがイーサネット ヘッダーで指定されたアドレスと一致しない場合に ARP パ
ケットを廃棄できます。ip arp inspection validate {[src-mac] [dst-mac] [ip]}グローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。詳細については、「妥当性チェックの実施」（p.23-12）を参照し
てください。

インターフェイスの信頼状態およびネットワーク セキュリティ
ダイナミック ARP 検査は、信頼状態とスイッチの各インターフェイスとを関連付けます。信頼で
きるインターフェイスに着信するパケットはダイナミック ARP 検査妥当性チェックをすべてバイ
パスします。信頼できないインターフェイスに着信するパケットはダイナミック ARP 検査妥当性
チェックを受けます。

一般的なネットワーク設定では、ホスト ポートに接続されたスイッチすべてを untrusted として、ス
イッチに接続されたスイッチ ポートすべてを trusted として設定します。この設定では、所定のス
イッチからネットワークに入力する ARP パケットすべてはセキュリティ チェックをバイパスしま
す。VLAN またはネットワーク内の他の場所で検証を実行する必要はありません。ip arp inspection
trustインターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用して、信頼設定を設定できます。

注意 信頼状態設定は慎重に使用してください。インターフェイスが信頼される必要があるときに

untrusted として設定すると、接続が切断されます。
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図 23-2では、スイッチ A およびスイッチ B 両方が、ホスト 1 およびホスト 2 を含む VLAN 上でダ
イナミック ARP 検査を実行していると想定します。ホスト 1 およびホスト 2 が、スイッチ A に接
続された DHCP サーバから IP アドレスを取得した場合、スイッチ A のみがホスト 1 の IP/MAC ア
ドレスをバインドします。従って、スイッチ A とスイッチ B の間のインターフェイスが信頼でき
ない場合、ホスト 1 からの ARP パケットはスイッチ B によって廃棄されます。ホスト 1 およびホ
スト 2 の間の接続は切断されます。

図 23-2 ダイナミック ARP 検査用にイネーブルにされた VLAN 上での ARP パケット検証

インターフェイスが実際に信頼できない場合に信頼できるように設定すると、ネットワークにセ

キュリティ ホールが残ります。スイッチ A でダイナミック ARP 検査が稼働していない場合、ホス
ト 1 は容易にスイッチ B（スイッチの間のリンクが trusted として設定されている場合はホスト 2）
の ARP キャッシュをポイズニングできます。スイッチ B でダイナミック ARP 検査を稼働している
ときでも、これは発生します。

ダイナミック ARP 検査は、ダイナミック ARP 検査を稼働しているスイッチに接続された（untrusted
インターフェイスの）ホストが、ネットワーク内の他のホストの ARP キャッシュをポイズニング
していないことを確認します。ただし、ダイナミック ARP 検査はネットワークの他の部分にいる
ホストが、ダイナミック ARP 検査を実行するスイッチに接続されたホストのキャッシュをポイズ
ニングすることを禁止できません。

VLAN の一部のスイッチではダイナミック ARP 検査が実行され、他のスイッチでは実行されない
場合、untrusted であるスイッチと接続するようにインターフェイスを設定します。ただし、非ダイ
ナミック ARP 検査スイッチからのパケットのバインディングを検証するには、ダイナミック ARP
検査を実行するスイッチを ARP ACL で設定します。レイヤ 3 でバインディングを決定できない場
合、ダイナミック ARP 検査を実行するスイッチとダイナミック ARP 検査を実行しないスイッチを
切り離します。設定の詳細については、「DHCP 以外の環境での ARP ACL の設定」（p.23-9）を参照
してください。

（注） DHCP サーバおよびネットワークの設定によって、VLAN 内のすべてのスイッチの特定の ARP パ
ケットを検証できないことがあります。

DHCP 

 A  B

 1  2

 1  3
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ARP パケットのレート制限
スイッチ CPU はダイナミック ARP 検査妥当性チェックを実施するので、DoS 攻撃を防ぐため着信
ARP パケット数がレート制限されます。デフォルトでは、信頼できないインターフェイスのレート
は 15 パケット /秒（pps）です。信頼できるインターフェイスはレート制限を受けません。
ip arp inspection limitインターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用して、この設定を
変更できます。

着信 ARP パケットのレートが設定された制限を越えると、スイッチはポートを errdisable ステート
にします。調整するまで、ポートはこのステートのままです。指定されたタイムアウト時間が経過

したあと、ポートがこのステートから自動的に抜け出せるように、errdisable 回復をイネーブルにす
るには、errdisable recoveryグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

（注） EtherChannel のレート制限は、スタック内の各スイッチに別々に適用されます。たとえば、
EtherChannel で 20 pps の制限が設定されている場合、EtherChannel にポートを持つ各スイッチは最
大 20 pps を搬送できます。スイッチの 1 つが制限を超えると、EtherChannel 全体が errdisable ステー
トになります。

設定の詳細については、「着信 ARP パケットのレート制限」（p.23-11）を参照してください。

ARP ACL および DHCP スヌーピング エントリの相対的なプライオリティ
ダイナミック ARP 検査は、有効な IP/MAC アドレス バインディングのリスト用 DHCP スヌーピン
グ バインディング データベースを使用します。

ARP ACL は DHCP スヌーピング バインディング データベースのエントリよりも優先されます。ス
イッチは、ip arp inspection filter vlanグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して ACL
を設定する場合にのみ、ACL を使用します。スイッチは始めに ARP パケットとユーザ設定された
ARP ACL を比較します。ARP ACL が ARP パケットを拒否した場合、DHCP スヌーピングによって
実装されたデータベースに有効なバインディングが存在したとしても、スイッチもパケットを拒否

します。

廃棄されたパケットのロギング

スイッチがパケットを廃棄する場合、スイッチはエントリをログ バッファに置き、レート制御ごと
にシステム メッセージを生成します。メッセージが生成されたら、スイッチはログ バッファから
エントリを消去します。各ログ エントリには、受信 VLAN、ポート番号、送信元および宛先 IP ア
ドレス、送信元および宛先 MAC アドレスなどのフロー情報が含まれます。

バッファのエントリ数、指定されたインターバルでのシステム メッセージ生成に必要なエントリ数
を指定するには、ip arp inspection log-buffer グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用
します。ip arp inspection vlan loggingグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、ロ
ギングされているパケット タイプを指定します。設定の詳細については、「ログ バッファの設定」
（p.23-13）を参照してください。
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ダイナミック ARP 検査の設定
ここでは、次の設定について説明します。

• ダイナミック ARP 検査のデフォルト設定（p.23-6）

• ダイナミック ARP 検査設定時の注意事項（p.23-6）

• DHCP 環境でのダイナミック ARP 検査の設定（p.23-7）（DHCP 環境で必要）

• DHCP 以外の環境での ARP ACL の設定（p.23-9）（DHCP 以外の環境で必要）

• 着信 ARP パケットのレート制限（p.23-11）（任意）

• 妥当性チェックの実施（p.23-12）（任意）

• ログ バッファの設定（p.23-13）（任意）

ダイナミック ARP 検査のデフォルト設定
表 23-1に、ダイナミック ARP 検査のデフォルト設定を示します。

ダイナミック ARP 検査設定時の注意事項
ダイナミック ARP 検査設定時の注意事項は次のとおりです。

• ダイナミック ARP 検査は入力セキュリティ機能で、出力チェックは行いません。

• ダイナミック ARP 検査は、ダイナミック ARP 検査をサポートしないスイッチ、またはこの機
能がイネーブルでないスイッチに接続されたホストに対し、有効ではありません。

man-in-the-middle 攻撃は単一のレイヤ 2 ブロードキャスト ドメインに制限されているので、ダ
イナミック ARP 検査チェックのあるドメインをチェックなしドメインから切り離します。この
アクションにより、ダイナミック ARP 検査用にイネーブルされたドメイン内のホストの ARP
キャッシュを保護します。

表 23-1 ダイナミック ARP 検査のデフォルト設定

機能 デフォルト設定

ダイナミック ARP 検査 すべての VLAN でディセーブルになっています。

インターフェイス信頼状態 すべてのインターフェイスが信頼できません。

着信 ARP パケットのレート制限 ネットワークがスイッチド ネットワークでホストが 1 秒あ
たり 15 の新しいホストと接続することを想定した場合、
レートは信頼できないインターフェイスで 15 pps です。

信頼できるすべてのインターフェイス上ではレートは制限

されません。

バースト間隔は 1 秒です。

DHCP 以外の環境の ARP ACL ARP ACL は定義されません。

妥当性チェック 妥当性チェックは実行されません。

ログ バッファ ダイナミック ARP 検査がイネーブルの場合、拒否または廃
棄された ARP パケットすべてが記録されます。

ログのエントリ数は 32 です。

システム メッセージ数は 5 個 /秒に制限されています。

ロギングレート インターバルは 1 秒です。

VLAN 単位のロギング 拒否または廃棄された ARP パケットすべてが記録されま
す。
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• ダイナミック ARP 検査は、着信 ARP 要求および ARP 応答の IP/MAC アドレス バインディン
グを確認する DHCP スヌーピング バインディング データベースのエントリによって異なりま
す。DHCP スヌーピングをイネーブルにして、動的に IP アドレスを割り当てた ARP パケット
を許可できることを確認します。設定の詳細については、第 22 章「DHCP 機能および IP ソー
ス ガードの設定」を参照してください。

DHCP スヌーピングがディセーブルである、または DHCP 以外の環境にいる場合、ARP ACL を
使用してパケットを許可または拒否できます。

• ダイナミック ARP 検査はアクセス ポート、トランク ポート、EtherChannel ポート、およびプ
ライベート VLAN でサポートされます。

• 物理ポートとチャネル ポートの信頼状態が一致する場合にのみ、物理ポートは EtherChannel
ポート チャネルに参加できます。そうでない場合、物理ポートは、ポート チャネルで一時停
止のままです。ポート チャネルは、チャネルに参加する最初の物理ポートからの信頼状態を継
承します。従って、最初の物理ポートの信頼状態はチャネルの信頼状態と一致する必要はあり

ません。

反対に、ポート チャネルの信頼状態を変更する場合、スイッチはチャネルを構成する物理ポー
トすべてに新しい信頼状態を設定します。

• レート制限はスイッチ スタックの各スイッチで個別に計算されます。クロススタック 
EtherChannel の場合、これは実際のレート制限が設定値よりも大きいことを意味します。たと
えば、スイッチ 1 にポートが 1 つ、スイッチ 2 にポートが 1 つある EtherChannel 上でレート制
限を 30 pps に設定した場合、EtherChannel を errdisable にせずに、各ポートは 29 pps でパケット
を受信できます。

• ポート チャネルの動作レートは、チャネル内の物理ポートすべてにわたって累積されたもので
す。たとえば、ポート チャネルの ARP レート制限を 400 pps に設定する場合、チャネル上の組
み合わされたインターフェイスすべてで 400 pps のレートで受信します。EtherChannel ポート上
の着信 ARP パケットのレートは、すべてのチャネル メンバーからのパケットの着信レートの
合計に等しくなります。チャネル ポート メンバー上の着信 ARP パケットのレートを調べたあ
とでのみ、EtherChannel ポートのレート制限を設定します。

物理ポートの着信パケットのレートは、物理ポート設定ではなく、ポート チャネル設定に対し
てチェックされます。ポート チャネルのレート制限設定は、物理ポートの設定に依存しません。

EtherChannel が設定されたレートよりも多い ARP パケットを受信した場合、チャネル（すべて
の物理ポートを含む）は errdisable ステートになります。

• 着信トランク ポートの ARP パケットのレート制限を確認します。集約を反映させ、複数のダ
イナミック ARP 検査対応 VLAN でパケットを処理するには、より高いレートでトランク ポー
トを設定します。レートを無制限にするには、ip arp inspection limit noneインターフェイス コ
ンフィギュレーション コマンドを使用します。ある VLAN でレート制限が高いと、ソフトウェ
アがポートを errdisable ステートにしたときに、他の VLAN が DoS 攻撃にさらされます。

DHCP 環境でのダイナミック ARP 検査の設定
次の手順では、2 つのスイッチがダイナミック ARP 検査機能をサポートする場合にダイナミック
ARP 検査を設定する方法を示します。ホスト 1 はスイッチ A に、ホスト 2 はスイッチ B に接続さ
れています（図 23-2 [p.23-4] を参照）。両方のスイッチとも、ホストが置かれている VLAN 1 でダイ
ナミック ARP 検査を実行します。DHCP サーバはスイッチ A に接続されています。両方のホスト
とも同じ DHCP サーバから IP アドレスを取得します。従って、スイッチ A にはホスト 1 およびホ
スト 2 のバインディングが、スイッチ B にはホスト 2 のバインディングが含まれます。

（注） ダイナミック ARP 検査は、着信 ARP 要求および ARP 応答の IP/MAC アドレス バインディングを
確認する DHCP スヌーピング バインディング データベースのエントリによって異なります。DHCP
スヌーピングをイネーブルにして、動的に IP アドレスを割り当てた ARP パケットを許可できるこ
とを確認します。設定の詳細については、第 22 章「DHCP 機能および IP ソース ガードの設定」を
参照してください。
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1 つのスイッチのみがダイナミック ARP 検査機能をサポートする場合にダイナミック ARP 検査を
設定する方法については、「DHCP 以外の環境での ARP ACL の設定」（p.23-9）を参照してください。

ダイナミック ARP 検査を設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を行います。この手
順は両方のスイッチで行う必要があります。この手順は必須です。

ダイナミック ARP 検査をディセーブルにするには、no ip arp inspection vlan vlan-rangeグローバル
コンフィギュレーション コマンドを使用します。インターフェイスを untrusted ステートに戻すに
は、no ip arp inspection trustインターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。

コマンド 説明

ステップ 1 show cdp neighbors スイッチ間の接続を確認します。

ステップ 2 configure terminal 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。

ステップ 3 ip arp inspection vlan vlan-range VLAN 単位でダイナミック ARP 検査をイネーブルにします。デ
フォルトでは、ダイナミック ARP 検査は VLAN すべてでディ
セーブルに設定されています。

vlan-rangeには、VLAN ID 番号で識別された単一の VLAN、ハイ
フンで区切られた VLAN 範囲、またはカンマで区切られた一連
の VLAN を指定できます。指定できる範囲は 1 ～ 4094 です。

両方のスイッチに同じ VLAN ID を指定します。

ステップ 4 interface interface-id 他のスイッチに接続されたインターフェイスを指定し、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。

ステップ 5 ip arp inspection trust スイッチ間の接続を trusted として設定します。

デフォルトでは、すべてのインターフェイスは untrusted に設定
されています。

スイッチは、信頼できるインターフェイスの他のスイッチから受

信した ARP パケットをチェックしません。単にパケットを転送
するだけです。

信頼できないインターフェイスの場合、スイッチは ARP 要求お
よび応答をすべて代行受信します。ローカル キャッシュを更新
する前、およびパケットを適切な宛先に転送する前に、スイッチ

は代行受信されたパケットに有効な IP/MAC アドレス バイン
ディングが含まれていることを確認します。スイッチは、ip arp
inspection vlan loggingグローバル コンフィギュレーション コマ
ンドで指定されたロギング設定に従って、無効なパケットを廃棄

し、それらをバッファに記録します。詳細については、「ログ

バッファの設定」（p.23-13）を参照してください。

ステップ 6 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 7 show ip arp inspection interfaces

show ip arp inspection vlan vlan-range

ダイナミック ARP 検査設定を確認します。

ステップ 8 show ip dhcp snooping binding DHCP バインディングを確認します。

ステップ 9 show ip arp inspection statistics vlan 
vlan-range

ダイナミック ARP 検査統計情報をチェックします。

ステップ 10 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。



第 23章      ダイナミック ARP 検査の設定
ダイナミック ARP 検査の設定

23-9
Catalyst 3750 スイッチ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

78-16180-06-J

次に、VLAN 1 のスイッチ A でダイナミック ARP 検査を設定する方法を示します。スイッチ B で
も同様の手順を実施します。

Switch(config)# ip arp inspection vlan 1
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# ip arp inspection trust

DHCP 以外の環境での ARP ACL の設定
次の手順では、スイッチ B（図 23-2 [p.23-4] を参照）がダイナミック ARP 検査機能、または DHCP
スヌーピングをサポートしない場合にダイナミック ARP 検査を設定する方法を示します。

スイッチ A のポート 1 を trusted として設定する場合、スイッチ A およびホスト 1 の両方ともスイッ
チ B またはホスト 2 による攻撃を受けるので、セキュリティ ホールが作成されます。この攻撃を
防ぐには、スイッチ A のポート 1 を untrusted として設定する必要があります。ホスト 2 からの ARP
パケットを許可するには、ARP ACL を設定し、これを VLAN 1 に適用する必要があります。ホス
ト 2 の IP アドレスがスタティックでない（スイッチ A の ACL 設定を適用できない）場合、レイヤ
3 でスイッチ A とスイッチ B を切り離し、ルータを使用してスイッチの間のパケットをルーティン
グします。

スイッチ A で ARP ACL を設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。この
手順は DHCP 以外の環境で必要です。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 arp access-list acl-name ARP ACL を定義し、ARP アクセスリスト コンフィギュレーショ
ン モードを開始します。デフォルトで、ARP アクセス リストは
定義されていません。

（注） ARP アクセス リストの最後に、暗黙の deny ip any mac
anyコマンドがあります。

ステップ 3 permit ip host sender-ip mac host 
sender-mac [log]

指定されたホスト（ホスト 2）からの ARP パケットを許可します。

• sender-ipには、ホスト 2 の IP アドレスを入力します。

• sender-macには、ホスト 2 の MAC アドレスを入力します。

• （任意）ログ バッファのパケットが Access Control Entry（ACE;
アクセス制御エントリ）と一致する場合、そのパケットを記

録するには、logを指定します。ip arp inspection vlan logging
グローバル コンフィギュレーション コマンドの matchlog
キーワードを設定しても、一致が記録されます。詳細につい

ては、「ログ バッファの設定」（p.23-13）を参照してください。

ステップ 4 exit グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。
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ARP ACL を削除するには、no arp access-listグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用
します。VLAN に付加された ARP ACL を削除するには、no ip arp inspection filter arp-acl-name vlan
vlan-rangeグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

ステップ 5 ip arp inspection filter arp-acl-name vlan 
vlan-range [static]

ARP ACL を VLAN に適用します。デフォルトでは、定義された
ARP ACL は VLAN に適用されません。

• arp-acl-nameには、ステップ 2 で作成した ACL 名を指定しま
す。

• vlan-rangeには、スイッチおよびホストがある VLAN を指定
します。VLAN ID 番号で識別された単一の VLAN、ハイフ
ンで区切られた VLAN 範囲、またはカンマで区切られた一
連の VLAN を指定できます。指定できる範囲は 1 ～ 4094 で
す。

• （任意）ARP ACL の暗黙の拒否を明示的な拒否として扱い、
ACL の前のステートメントと一致しないパケットを廃棄す
るには、static を指定します。DHCP バインディングは使用
しません。

このキーワードを指定しない場合、パケットを拒否する明示

的な拒否が ACL にないことを意味します。また、パケット
が ACL のステートメントと一致しない場合に、DHCP バイ
ンディングがパケットを許可または拒否するかどうかを決

定することを意味します。

IP/MAC アドレス バインディングのみを含む ARP パケットは、
ACL に対して比較されます。アクセス リストが許可した場合に
のみ、パケットは許可されます。

ステップ 6 interface interface-id スイッチ B に接続されたスイッチ A インターフェイスを指定
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。

ステップ 7 no ip arp inspection trust スイッチ B に接続されたスイッチ A インターフェイスを 
untrusted として設定します。

デフォルトでは、すべてのインターフェイスは untrusted に設定
されています。

信頼できないインターフェイスの場合、スイッチは ARP 要求お
よび応答をすべて代行受信します。ローカル キャッシュを更新
する、またはパケットを適切な宛先に転送する前に、スイッチは

代行受信されたパケットに有効な IP/MAC アドレス バインディ
ングが含まれていることを確認します。スイッチは、ip arp
inspection vlan loggingグローバル コンフィギュレーション コマ
ンドで指定されたロギング設定に従って、無効なパケットを廃棄

し、それらをバッファに記録します。詳細については、「ログ

バッファの設定」（p.23-13）を参照してください。

ステップ 8 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 9 show arp access-list [acl-name]

show ip arp inspection vlan vlan-range

show ip arp inspection interfaces 

設定を確認します。

ステップ 10 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明
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次に、スイッチ A で ARP ACL（host2）を設定し、ホスト 2（IP アドレス 1.1.1.1 および MAC アド
レス 0001.0001.0001）からの ARP パケットを許可し、ACL を VLAN 1 に適用し、スイッチ A のポー
ト 1 を untrusted として設定する例を示します。

Switch(config)# arp access-list host2
Switch(config-arp-acl)# permit ip host 1.1.1.1 mac host 1.1.1
Switch(config-arp-acl)# exit
Switch(config)# ip arp inspection filter host2 vlan 1
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# no ip arp inspection trust

着信 ARP パケットのレート制限
スイッチ CPU はダイナミック ARP 検査妥当性チェックを実施するので、DoS 攻撃を防ぐため着信
ARP パケット数がレート制限されます。

着信 ARP パケットのレートが設定された制限を越えると、スイッチはポートを errdisable ステート
にします。指定されたタイムアウト時間が経過したあと、ポートがこのステートから自動的に抜け

出せるように、errdisable 回復をイネーブルにするまで、ポートは errdisable ステートのままです。

（注） インターフェイスでレート制限を設定しない場合、インターフェイスの信頼状態を変更すると、

レート制限を信頼状態のデフォルト設定に変更します。レート制限を設定したあと、信頼状態が変

更されるまでインターフェイスはこのレート制限を保持します。no ip arp inspection limitインター
フェイス コンフィギュレーション コマンドを入力すると、インターフェイスはデフォルトのレー
ト制限に戻ります。

レート制限トランク ポートおよび EtherChannel ポートの設定時の注意事項については、「ダイナ
ミック ARP 検査設定時の注意事項」（p.23-6）を参照してください。

着信 ARP パケットのレートを制限するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。こ
の手順は任意です。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id レートを制限するインターフェイスを指定し、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。

ステップ 3 ip arp inspection limit {rate pps [burst 
interval seconds] | none}

インターフェイスで、着信 ARP 要求および応答のレートを制限
します。

デフォルトのレートは信頼できないインターフェイスでは 15
pps で、信頼できるインターフェイスでは無制限です。バースト
インターバルは 1 秒です。

キーワードの意味は次のとおりです。

• rate ppsでは、秒あたりで処理される着信パケット数の上限
を指定します。指定できる範囲は 0 ～ 2048 pps です。

• （任意）burst interval seconds では、秒単位の連続したイン
ターバルを指定します。このインターバルでは ARP パケッ
トのレートが大きい場合にインターフェイスをモニタしま

す。指定できる範囲は 1 ～ 15 です。

• rate noneでは、処理できる着信 ARP パケットのレートの上
限を指定します。
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デフォルトのレート制限設定に戻すには、no ip arp inspection limitインターフェイス コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。ダイナミック ARP 検査のエラー メッセージ回復をディセーブ
ルにするには、no errdisable recovery cause arp-inspectionグローバル コンフィギュレーション コマ
ンドを使用します。

妥当性チェックの実施

ダイナミック ARP 検査は、無効な IP/MAC アドレス バインディングのある ARP パケットを代行受
信し、記録し、廃棄します。宛先 MAC アドレス、発信者 IP アドレスおよび対象 IP アドレス、送
信元 MAC アドレスで追加チェックを実施するようにスイッチを設定できます。

着信 ARP パケットで特定のチェックを実施するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行
します。この手順は任意です。

ステップ 4 exit グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 5 errdisable recovery cause arp-inspection 
interval interval

（任意）ダイナミック ARP 検査 errdisable ステートからエラー回
復をイネーブルにします。

デフォルトでは、回復はディセーブルに設定されており、回復イ

ンターバルは 300 秒です。

interval interval では、errdisable ステートから回復する時間を秒
単位で指定します。指定できる範囲は 30 ～ 86400 です。

ステップ 6 exit イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 7 show ip arp inspection interfaces

show errdisable recovery

設定を確認します。

ステップ 8 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明
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チェックをディセーブルにするには、no ip arp inspection validate [src-mac] [dst-mac] [ip] グローバ
ル コンフィギュレーション コマンドを使用します。転送されたパケット、廃棄されたパケット、
MAC 検証が失敗したパケット、および IP 検証が失敗したパケットの統計情報を表示するには、
show ip arp inspection statisticsイネーブル EXEC コマンドを使用します。

ログ バッファの設定
スイッチがパケットを廃棄する場合、スイッチはエントリをログ バッファに置き、レート制御ごと
にシステム メッセージを生成します。メッセージが生成されたら、スイッチはログ バッファから
エントリを消去します。各ログ エントリには、受信 VLAN、ポート番号、送信元および宛先 IP ア
ドレス、送信元および宛先 MAC アドレスなどのフロー情報が含まれます。

ログバッファ エントリでは、複数のパケットを表します。インターフェイスが、たとえば、同じ
ARP パラメータを持った同じ VLAN で多くのパケットを受信した場合、スイッチはパケットをロ
グ バッファの 1 つのエントリとして結合し、エントリに対し 1 つのシステム メッセージを生成し
ます。

ログ バッファがオーバーフローした場合、ログ イベントがログ バッファに適合していないことを
意味します。また、show ip arp inspection logイネーブル EXEC コマンドの表示が影響を受けたこ
とを意味します。パケット カウントおよび時間以外のすべてのデータの代わりに、-- が表示されま
す。他の統計情報はエントリに提供されません。このエントリ表示を見ると、ログ バッファのエン
トリ数またはロギング レートが増加しています。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 ip arp inspection validate {[src-mac] 
[dst-mac] [ip]}

着信 ARP パケットで特定のチェックを実施します。デフォルトで
は、チェックは実施されません。

キーワードの意味は次のとおりです。

• src-macでは、ARP 形式の発信者 MAC アドレスに対して、イー
サネット ヘッダーの送信元 MAC アドレスをチェックします。
チェックは ARP 要求および応答の両方で実施されます。イネー
ブルの場合、異なる MAC アドレスのあるパケットは無効とし
て分類され、廃棄されます。

• dst-macでは、ARP 形式の対象 MAC アドレスに対して、イーサ
ネット ヘッダーの宛先 MAC アドレスを検査します。この検査
は ARP 応答で実施されます。イネーブルの場合、異なる MAC
アドレスのあるパケットは無効として分類され、廃棄されます。

• ip では、無効で予期しない IP アドレスの ARP 形式をチェック
します。アドレスには、0.0.0.0、255.255.255.255、およびすべて
の IP マルチキャスト アドレスが含まれます。発信者 IP アドレ
スは ARP 要求および応答すべてでチェックされ、対象 IP アド
レスは ARP 応答でのみチェックされます。

最低 1 つのキーワードを指定する必要があります。各コマンドは前
のコマンドの設定を上書きします。たとえば、あるコマンドが src
および dst mac検証をイネーブルにし、2 番めのコマンドが IP 検証
のみをイネーブルにした場合、2 番めのコマンドによって srcおよび
dst mac検証はディセーブルになります。

ステップ 3 exit イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show ip arp inspection vlan vlan-range 設定を確認します。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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ログ バッファ設定は、スイッチ スタックの各スタック メンバーに適用されます。各スタック メン
バーには指定された logs numberエントリが含まれ、設定されたレートでシステム メッセージを生
成します。たとえば、インターバル（レート）が 1 エントリ /秒の場合、最大 5 つのシステム メッ
セージが 5 メンバー スイッチ スタック内で秒ごとに生成されます。

ログ バッファを設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を行います。この手順は任意
です。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 ip arp inspection log-buffer {entries 
number | logs number interval seconds}

ダイナミック ARP 検査ロギング バッファを設定します。

デフォルトでは、ダイナミック ARP 検査がイネーブルの場合、拒否
または廃棄された ARP パケットが記録されます。ログ エントリ数
は 32 です。システム メッセージ数は 5 個 /秒に制限されています。
ロギング レート インターバルは 1 秒です。

キーワードの意味は次のとおりです。

• entries numberでは、バッファに記録するエントリ数を指定しま
す。指定できる範囲は 0 ～ 1024 です。

• logs number interval secondsでは、指定されたインターバルでシ
ステム メッセージを生成するエントリ数を指定します。

logs numberでは、指定できる範囲は 0 ～ 1024 です。0 はエント
リがログ バッファ内にありますが、システム メッセージが生成
されないことを意味します。

interval secondsでは、指定できる範囲は 0 ～ 86400 秒（1 日）で
す。0 はシステム メッセージをただちに生成すること（および
ログ バッファが常に空であること）を意味します。

0 のインターバル設定は 0 のログ設定を上書きします。

logs設定および interval設定は相互に作用します。logs number X が
interval seconds Y より大きい場合、Y によって割られた X（X/Y）個
のシステム メッセージが毎秒送信されます。その他に、あるシステ
ム メッセージは、X によって割られた Y（Y/X）秒ごとに送信され
ます。
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デフォルト ログ バッファ設定に戻すには、no ip arp inspection log-buffer {entries | logs}グローバル
コンフィギュレーション コマンドを使用します。デフォルトの VLAN ログ設定に戻すには、
no ip arp inspection vlan vlan-range logging {acl-match | dhcp-bindings}グローバル コンフィギュレー
ション コマンドを使用します。ログ バッファを消去するには、clear ip arp inspection logイネーブ
ル EXEC コマンドを使用します。

ステップ 3 ip arp inspection vlan vlan-range 
logging {acl-match {matchlog | none} | 
dhcp-bindings {all | none | permit}}

VLAN ごとにロギングされるパケット タイプを制御します。デフォ
ルトでは、拒否または廃棄された ARP パケットすべてが記録されま
す。loggedという用語は、エントリがログ バッファにあり、システ
ム メッセージが生成されていることを意味します。

キーワードの意味は次のとおりです。

• vlan-rangeには、VLAN ID 番号で識別された単一の VLAN、ハ
イフンで区切られた VLAN 範囲、またはカンマで区切られた一
連の VLAN を指定できます。指定できる範囲は 1 ～ 4094 です。

• acl-match matchlog では、ACE ロギング設定に基づきパケット
を記録します。このコマンドに matchlog キーワードを指定し、
permitまたは deny ARP アクセス リスト コンフィギュレーショ
ン コマンドに logキーワードを指定すると、ACL によって許可
または拒否された ARP パケットが記録されます。

• acl-match noneでは、ACL と一致するパケットを記録しません。

• dhcp-bindings allでは、DHCP バインディングと一致するパケッ
トをすべて記録します。

• dhcp-bindings none では、DHCP バインディングと一致するパ
ケットを記録しません。

• dhcp-bindings permitでは、DHCP バインディング許可パケット
を記録します。

ステップ 4 exit イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show ip arp inspection log 設定を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明
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ダイナミック ARP 検査情報の表示
ダイナミック ARP 検査情報を表示するには、表 23-2に記載されたイネーブル EXEC コマンドを使
用します。

ダイナミック ARP 検査統計情報をクリアするには、表 23-3に記載されたイネーブル EXEC コマン
ドを使用します。

show ip arp inspection statisticsコマンドでは、スイッチは信頼できるダイナミック ARP 検査ポート
上の各 ARP 要求および応答パケット用に転送されたパケット数を増やします。スイッチは、送信
元 MAC、宛先 MAC、または IP 妥当性チェックによって拒否された各パケットの ACL または DHCP
許可パケットの数を増やし、また適切な障害カウントを増やします。

ダイナミック ARP 検査ロギング情報をクリアするには、表 23-4に記載されたイネーブル EXEC コ
マンドを使用します。

これらのコマンドの詳細については、このリリースのコマンド リファレンスを参照してください。

表 23-2 ダイナミック ARP 検査情報を表示するコマンド

コマンド 説明

show arp access-list [acl-name] ARP ACL の詳細情報を表示します。

show ip arp inspection interfaces [interface-id] 指定されたインターフェイスまたはすべてのイン

ターフェイスの ARP パケットの信頼状態および
レート制限を表示します。

show ip arp inspection vlan vlan-range 指定された VLAN に対するダイナミック ARP 検
査の設定および動作状態を表示します。VLAN が
指定されない場合、または範囲が指定された場合、

ダイナミック ARP 検査がイネーブルな（アクティ
ブな）VLAN の情報のみを表示します。

表 23-3 ダイナミック ARP 検査統計情報をクリアおよび表示するコマンド

コマンド 説明

clear ip arp inspection statistics ダイナミック ARP 検査統計情報をクリアしま
す。

show ip arp inspection statistics [vlan vlan-range] 指定された VLAN の転送されたパケット、廃棄
されたパケット、MAC 検証を失敗したパケット、
IP 検証を失敗したパケット、ACL で許可または
拒否されたパケット、DHCP で許可または拒否さ
れたパケットの統計情報を表示します。VLAN が
指定されない場合、または範囲が指定された場

合、ダイナミック ARP 検査がイネーブルな（ア
クティブな）VLAN の情報のみを表示します。

表 23-4 ダイナミック ARP 検査ロギング情報をクリアおよび表示するコマンド

コマンド 説明

clear ip arp inspection log ダイナミック ARP 検査ログ バッファをクリアします。

show ip arp inspection log ダイナミック ARP 検査ログ バッファの設定および内容を表
示します。
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24

IGMP スヌーピングおよび MVR の設
定

この章では、ローカル Internet Group Management Protocol（IGMP）スヌーピングのアプリケーショ
ンである Multicast VLAN Registration（MVR）など、Catalyst 3750スイッチに IGMP スヌーピングを
設定する方法について説明します。また、IGMP フィルタリングを使用して、マルチキャスト グ
ループ メンバーシップを制御する手順、および IGMP スロットリング アクションを設定する手順
についても説明します。特に明記しないかぎり、スイッチという用語はスタンドアロン スイッチお
よびスイッチ スタックを意味します。

（注） IP バージョン 6（IPv6）トラフィックの場合、Multicast Listener Discovery（MLD）スヌーピングは、
IPv4 トラフィックに対する IGMP スヌーピングと同一の機能を果たします。MLD スヌーピングの
詳細については、第 37 章「IPv6 MLD スヌーピングの設定」を参照してください。

（注） この章で使用されるコマンドの構文および使用方法の詳細については、このリリースのスイッチ コ
マンド リファレンス、および『Cisco IOS IP Command Reference, Volume 3 of 3: Multicast』 Release 12.2
の「IP Multicast Routing Commands」の章を参照してください。

この章で説明する内容は、次のとおりです。

• IGMP スヌーピングの概要（p.24-2）

• IGMP スヌーピングの設定（p.24-8）

• IGMP スヌーピング情報の表示（p.24-18）

• MVR の概要（p.24-20）

• MVR の設定（p.24-23）

• MVR 情報の表示（p.24-27）

• IGMP フィルタリングおよび IGMP スロットリングの設定（p.24-28）

• IGMP フィルタリングおよび IGMP スロットリング設定の表示（p.24-33）

（注） IGMP スヌーピングや MVR などの機能を利用して IP マルチキャスト グループ アドレスを管理し
たり、スタティック IP アドレスを使用できます。
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IGMP スヌーピングの概要
レイヤ 2 スイッチは、IGMP スヌーピングを使用してレイヤ 2 インターフェイスをダイナミックに
設定することにより、マルチキャスト トラフィックのフラッディングを抑制するため、マルチキャ
スト トラフィックが IP マルチキャスト デバイスに対応付けられたインターフェイスにだけ転送さ
れます。名前が示すとおり、IGMP スヌーピングでは、LAN スイッチはホストとルータの間で IGMP
伝送をスヌーピングし、マルチキャスト グループとメンバー ポートを追跡する必要があります。ス
イッチは、特定のマルチキャスト グループのホストから IGMP レポートを受け取ると、転送テーブ
ル エントリにホストのポート番号を追加します。また、ホストから IGMP Leave Group メッセージ
を受け取ると、テーブル エントリからホスト ポートを削除します。また、マルチキャスト クライ
アントから IGMP メンバーシップ レポートを受信しない場合、定期的にエントリの削除も行いま
す。

（注） IP マルチキャストおよび IGMP の詳細については、RFC 1112 および RFC 2236 を参照してください。

マルチキャスト ルータ（スタック マスターに IP サービス イメージ [ 以前の拡張マルチレイヤ イ
メージ（EMI）] を搭載した Catalyst 3750 スイッチも含む）は、すべての VLAN（仮想 LAN）に定
期的に一般クエリーを送信します。このマルチキャスト トラフィックを必要とするすべてのホスト
は、Join 要求を送信し、これによって転送テーブルのエントリに追加されます。IGMP Join 要求の
送信元である各グループについて、IGMP スヌーピング IP マルチキャスト転送テーブルの VLAN ご
とに 1 つのエントリが作成されます。

スイッチは、MAC（メディア アクセス制御）アドレスベース グループでなく、IP マルチキャスト
グループベースのブリッジングをサポートします。マルチキャスト MAC アドレスベース グループ
が設定されている場合に、設定中の IP アドレスが設定済みの MAC アドレス、または予約済みマル
チキャスト MAC アドレス（224.0.0.xxx の範囲）に変換されると（エイリアスが作成されると）、コ
マンド エラーになります。スイッチでは IP マルチキャスト グループが使用されるため、アドレス
のエイリアスに関する問題は発生しません。

IGMP スヌーピングを通じて学習する IP マルチキャスト グループは、ダイナミックです。ただし、
ip igmp snooping vlan vlan-id static ip_address interface interface-idグローバル コンフィギュレーショ
ン コマンドを使用して、マルチキャスト グループをスタティックに設定できます。マルチキャス
ト グループ アドレスのグループ メンバーシップをスタティックに指定すると、その設定は IGMP
スヌーピングによるどの自動操作よりも優先されます。マルチキャスト グループ メンバーシップ
のリストは、ユーザ側で定義した設定と IGMP スヌーピングにより学習された設定の両方で構成さ
れます。

マルチキャスト トラフィックのルーティングは不要であるため、マルチキャスト インターフェイ
スなしのサブネットで IGMP スヌーピングに対応するために、IGMP スヌーピング クエリアを設定
できます。IGMP スヌーピング クエリアの詳細については、「IGMP スヌーピング クエリアの設定」
（p.24-15）を参照してください。

ポート スパニングツリー、ポート グループ、または VLAN ID が変更された場合、VLAN 上のこの
ポートから IGMP スヌーピングで学習されたマルチキャスト グループは削除されます。

ここでは、IGMP スヌーピングの特性について説明します。

• IGMP バージョン（p.24-3）

• マルチキャスト グループへの加入（p.24-3）

• マルチキャスト グループからの脱退（p.24-5）

• 即時脱退（p.24-5）
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• IGMP の設定可能な leave タイマー（p.24-6）

• IGMP レポート抑制（p.24-6）

• IGMP スヌーピングおよびスイッチ スタック（p.24-7）

IGMP バージョン
スイッチは、IGMP バージョン 1、2、および 3 をサポートします。これらのバージョンは、スイッ
チ上で相互運用できます。たとえば、IGMPv2 スイッチ上で IGMP スヌーピングがイネーブルで、
スイッチがホストから IGMPv3 レポートを受信した場合、スイッチは IGMPv3 レポートをマルチ
キャスト ルータに転送できます。

（注） スイッチは、宛先マルチキャスト MAC アドレスにのみ基づく IGMPv3 スヌーピングをサポートし
ます。送信元 MAC アドレスまたはプロキシ レポートに基づくスヌーピングは、サポートされませ
ん。

IGMPv3 スイッチは、IGMPv1 および IGMPv2 スイッチでのスヌーピング機能および IGMPv3 メン
バーシップ レポート メッセージのサポートを含む、Basic IGMPv3 Snooping Support（BISS）をサ
ポートします。BISS は、ネットワークに IGMPv3 ホストが含まれる場合、マルチキャスト トラ
フィックのフラッディングを抑制します。BISS は、IGMPv2 または IGMPv1 ホストの IGMP スヌー
ピング機能とほぼ同じポート セットに対してトラフィックを制限します。

（注） IGMP フィルタリングまたは MVR を実行しているスイッチは、IGMPv3 Join および Leave メッセー
ジをサポートしません。

IGMPv3 スイッチは、Source Specific Multicast（SSM）機能を実行しているデバイスとのメッセージ
の送受信を行うことができます。IGMPv3 と IGMP を含む SSM の詳細については、次の URL を参
照してください。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios121/121newft/121t/121t5/dtssm5t.htm

マルチキャスト グループへの加入
スイッチに接続されたホストが IP マルチキャスト グループに加入しようとする場合、このホスト
が IGMP バージョン 2 クライアントであれば、加入したい IGMP マルチキャスト グループを指定し
て、非請求の IGMP Join メッセージを送信します。また、スイッチはルータから一般クエリーを受
信すると、VLAN 内のすべてのポートにそのクエリーを転送します。マルチキャスト グループに加
入しようとする IGMP バージョン 1 またはバージョン 2ホストは、スイッチに Join メッセージを送
信して応答します。スイッチの CPU は、グループのマルチキャスト転送テーブル エントリがまだ
作成されていないと、これを作成します。また、Join メッセージを受信したインターフェイスの転
送テーブル エントリへの追加も行います。そのインターフェイスに関連付けられているホストは、
マルチキャスト グループのマルチキャスト トラフィックを受信します（図 24-1を参照）。
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図 24-1 最初の IGMP Join メッセージ

ルータ A がスイッチに一般クエリーを送信し、スイッチがそのクエリーを同じ VLAN のすべての
メンバーであるポート 2 ～ 5 に転送します。ホスト 1はマルチキャスト グループ 224.1.2.3 に加入
して、このグループに IGMP メンバーシップ レポート（IGMP Join メッセージ）をマルチキャスト
しようとします。スイッチの CPU は、IGMP レポートの情報を使用し、ホスト 1およびルータに接
続しているポート番号を含む転送テーブル エントリを設定します。（表 24-1を参照） 

スイッチのハードウェアは、IGMP 情報パケットをマルチキャスト グループの他のパケットと区別
できます。テーブル内の情報は、224.1.2.3 マルチキャスト IP アドレス宛の、IGMP パケットではな
いフレームを、ルータおよびグループに加入しているホストに送信するよう、スイッチング エンジ
ンに指示します。

別のホスト（たとえばホスト 4）が同じグループに非請求の IGMP Join メッセージを送信する場合
（図 24-2 を参照）、CPU はメッセージを受信して、転送テーブルにホスト 4 のポート番号を追加し
ます（表 24-2を参照）。転送テーブルは CPU にだけ向けて IGMP メッセージを送るため、メッセー
ジはスイッチの他のポートにはフラッディングしないことに注意してください。既知のマルチキャ

スト トラフィックはグループには転送されますが、CPU には転送されません。

CPU

 1  2  3  4

 A

IGMP  224.1.2.3

VLAN
PFC

1

0

2 3 4 5

45
75

0

表 24-1 IGMP スヌーピング転送テーブル

宛先アドレス パケット タイプ ポート

224.1.2.3 IGMP 1、2 
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図 24-2 2 番めのホストのマルチキャスト グループへの加入

マルチキャスト グループからの脱退
ルータは定期的にマルチキャスト一般クエリーを送信し、スイッチはこのクエリーを VLAN のすべ
てのポートを通じて転送します。このクエリーを必要とするホストがこれに応答します。VLAN の
1 つまたは複数のホストがマルチキャスト トラフィックを必要とする場合は、ルータは VLAN にマ
ルチキャスト トラフィックを転送し続けます。スイッチがマルチキャスト グループ トラフィック
を転送するのは、IGMP スヌーピングによって維持されている、IP マルチキャスト グループの転送
テーブルにリストされているホストに限られます。

ホストは、マルチキャスト グループを脱退する場合、メッセージを送信せずに脱退することも、Leave
メッセージを送信することもできます。スイッチは、ホストから Leave メッセージを受信すると、
グループ固有のクエリーを送信して、そのインターフェイスに接続しているその他のデバイスが、

特定のマルチキャスト グループのトラフィックを必要としているかどうかを学習します。次に、そ
の MAC グループの転送テーブルをアップデートして、そのグループのマルチキャスト トラフィッ
クを必要とするホストだけが転送テーブルにリストされるようにします。ルータは、VLAN からの
レポートを受信しなかった場合は、IGMP キャッシュからその VLAN のグループを削除します。

即時脱退

即時脱退は、IGMP バージョン 2 のホストについてのみサポートされます。

IGMP スヌーピングの即時脱退（immediate-leave）を使用すると、スイッチは、グループ固有のク
エリーをインターフェイスに送信することなく、転送テーブルから Leave メッセージを送信したイ
ンターフェイスを削除できます。VLAN インターフェイスは、最初の Leave メッセージで指定され
たマルチキャスト グループのマルチキャスト ツリーから削除されます。即時脱退によって、複数
のマルチキャスト グループを同時に使用する場合でも、スイッチド ネットワーク上のすべてのホ
ストに対して最適な帯域幅管理を行うことができます。

表 24-2 アップデートされた IGMP スヌーピング転送テーブル

宛先アドレス パケット タイプ ポート

224.1.2.3 IGMP 1、2、5

CPU

 1  2  3  4

 A

PFC
VLAN

1

0

2 3 4 5

45
75

1
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（注） 即時脱退機能は、ポートに 1 つのホストしか接続されていない VLAN 上でのみ使用してください。
ポートに複数のホストが接続されている VLAN 上で即時脱退をイネーブルにすると、一部のホス
トが誤って廃棄される可能性があります。

設定手順については、「IGMP 即時脱退のイネーブル化」（p.24-12）を参照してください。

IGMP の設定可能な leave タイマー
Cisco IOS Release 12.2(25)SEA およびそれ以前のバージョンでは、IGMP スヌーピング脱退時間は 5
秒に固定されていました。クエリーのクエリー応答時間が満了する前にスイッチがメンバーシップ

レポートを受信しなかった場合、ポートはマルチキャスト グループ メンバーシップから削除され
ました。ただし、一部のアプリケーションでは、5 秒未満の脱退遅延を要求される場合があります。

Cisco IOS Release 12.2(25)SEB およびそれ以降のバージョンでは、グループ固有のクエリーを送信
し、ホストと特定のマルチキャスト グループとの関連が続いているかどうかを判断するためのス
イッチの待機時間を設定することができます。IGMP 脱退応答時間は、100 ～ 5000 ミリ秒で設定で
きます。このタイマーは、グローバルにも、VLAN ごとにも設定できます。グローバル設定は、脱
退時間の VLAN 設定によって上書きされます。

設定手順については、「IGMP leave タイマーの設定」（p.24-12）を参照してください。

IGMP レポート抑制

（注） IGMP レポート抑制は、マルチキャスト クエリーに IGMPv1 レポートおよび IGMPv2 レポートが含
まれている場合にのみサポートされます。クエリーに IGMPv3 レポートが含まれる場合には、サ
ポートされません。

スイッチは、IGMP レポート抑制を使用して、マルチキャスト デバイスにマルチキャスト ルータ
クエリーごとに 1 つの IGMP レポートだけを転送します。IGMP レポート抑制がイネーブル（デフォ
ルト）の場合、スイッチはグループに関するすべてのホストからの最初の IGMP レポートを、すべ
てのマルチキャスト ルータに送信します。スイッチは、グループに関する残りの IGMP レポートを
マルチキャスト ルータに送信しません。この機能は、マルチキャスト デバイスに送信されるレポー
トの重複を防止します。

マルチキャスト ルータ クエリーに、IGMPv1 レポートおよび IGMPv2 レポートのみに関する要求が
含まれている場合、スイッチはグループに関するすべてのホストからの最初の IGMPv1 レポートま
たは IGMPv2 レポートだけを、マルチキャスト ルータに転送します。

マルチキャスト ルータ クエリーに IGMPv3 レポートに関する要求も含まれる場合は、スイッチは
グループに関する IGMPv1、IGMPv2、および IGMPv3 レポートすべてをマルチキャスト デバイス
に転送します。

IGMP レポート抑制がディセーブルの場合は、すべての IGMP レポートがマルチキャスト ルータに
転送されます。設定手順については、「IGMP レポート抑制のディセーブル化」（p.24-17）を参照し
てください。
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IGMP スヌーピングおよびスイッチ スタック
IGMP スヌーピングはスイッチ スタックに対して機能します。つまり、1 つのスイッチから取得さ
れた IGMP 制御情報は、スタック内のすべてのスイッチに配信されます（スイッチ スタックの詳細
については、第 5 章「スイッチ スタックの管理」を参照）。IGMP マルチキャスト データがスタッ
クに入るときに経由するスタック メンバーに関係なく、データはそのグループに登録されたホスト
に到達します。

スタック内のスイッチに障害が発生したか、またはスイッチがスタックから削除された場合は、そ

のスイッチ上のマルチキャスト グループのメンバーのみがマルチキャスト データを受信しなくな
ります。スタック内の他のスイッチ上のその他のマルチキャスト グループ メンバーはすべて、マ
ルチキャスト データ ストリームを引き続き受信します。ただし、スタック マスターが削除された
場合は、レイヤ 2 およびレイヤ 3（IP マルチキャスト ルーティング）の両方に共通するマルチキャ
スト グループの収束時間が長くなることがあります。
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IGMP スヌーピングの設定
IGMP スヌーピングを使用すると、スイッチは、IGMP パケットを調べたり、その内容に基づいて
転送を判断できるようになります。ここでは、次の設定について説明します。

• IGMP スヌーピングのデフォルト設定（p.24-8）

• IGMP スヌーピングのイネーブル化またはディセーブル化（p.24-8）

• スヌーピング方式の設定（p.24-9）

• マルチキャスト ルータ ポートの設定（p.24-10）

• グループに加入するホストのスタティックな設定（p.24-11）

• IGMP 即時脱退のイネーブル化（p.24-12）

• IGMP leave タイマーの設定（p.24-12）

• TCN 関連コマンドの設定（p.24-13）

• IGMP スヌーピング クエリアの設定（p.24-15）

• IGMP レポート抑制のディセーブル化（p.24-17）

IGMP スヌーピングのデフォルト設定
表 24-3に、IGMP スヌーピングのデフォルト設定を示します。

IGMP スヌーピングのイネーブル化またはディセーブル化
デフォルトでは、IGMP スヌーピングはスイッチ上でグローバルにイネーブルです。グローバルに
イネーブルまたはディセーブルに設定されていると、既存のすべての VLAN インターフェイスでも
イネーブルまたはディセーブルになっています。IGMP スヌーピングは、デフォルトですべての
VLAN でイネーブルになっていますが、VLAN 単位でイネーブルおよびディセーブルに設定するこ
ともできます。

グローバル IGMP スヌーピングは、VLAN IGMP スヌーピングより優先されます。グローバル ス
ヌーピングがディセーブルになっている場合は、VLAN スヌーピングをイネーブルにできません。
グローバル スヌーピングがイネーブルの場合、VLAN スヌーピングはイネーブルまたはディセーブ
ルのどちらにも設定できます。

スイッチ上で IGMP スヌーピングをグローバルにイネーブルにするには、イネーブル EXEC モード
で次の手順を実行します。

表 24-3 IGMP スヌーピングのデフォルト設定  

機能 デフォルト設定

IGMP スヌーピング グローバルおよび VLAN 単位でイネーブル

マルチキャスト ルータ 設定なし

マルチキャスト ルータの学習（スヌーピング）方式 PIM-DVMRP

IGMP スヌーピング即時脱退 ディセーブル

スタティック グループ 設定なし

TCN1 フラッディング クエリー カウント

1. TCN = Topology Change Notification（トポロジー変更通知）

2

TCN クエリー送信請求 ディセーブル

IGMP スヌーピング クエリア ディセーブル

IGMP レポート抑制 イネーブル
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すべての VLAN インターフェイスで IGMP スヌーピングをグローバルにディセーブルにするには、
no ip igmp snoopingグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

VLAN インターフェイスで IGMP スヌーピングをイネーブルにするには、イネーブル EXEC モード
で次の手順を実行します。

VLAN インターフェイスで IGMP スヌーピングをディセーブルにするには、指定された VLAN 番号
について no ip igmp snooping vlan vlan-idグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用しま
す。

スヌーピング方式の設定

マルチキャスト対応ルータ ポートは、すべてのレイヤ 2 マルチキャスト エントリの転送テーブル
に追加されます。スイッチは、次のいずれか 1 つの方式でそれらのポートを学習します。

• IGMP クエリー、Protocol-Independent Multicast（PIM）パケット、Distance Vector Multicast Routing
Protocol（DVMRP）パケットに対するスヌーピング

• 他のルータからの Cisco Group Management Protocol（CGMP）パケットの待ち受け

• ip igmp snooping mrouterグローバル コンフィギュレーション コマンドによるマルチキャスト
ルータ ポートへのスタティックな接続

IGMP クエリーおよび PIM/DVMRP パケットをスヌーピングするように、あるいは CGMP self-join
または proxy-join パケットの待ち受けを行うようにスイッチを設定できます。デフォルトでは、ス
イッチはすべての VLAN の PIM/DVMRP パケットをスヌーピングします。CGMP パケットからの
みマルチキャスト ルータ ポートを学習させるには、ip igmp snooping vlan vlan-id mrouter learn cgmp
グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。このコマンドを入力すると、ルータ
は CGMP self-join または proxy-join パケットのみを待ち受け、その他の CGMP パケットは待ち受け
ません。PIM/DVMRP パケットからのみマルチキャスト ルータ ポートを学習させるには、ip igmp
snooping vlan vlan-id mrouter learn pim-dvmrpグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用
します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 ip igmp snooping 既存のすべての VLAN インターフェイスで IGMP スヌーピングをグ
ローバルにイネーブルにします。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 ip igmp snooping vlan vlan-id VLAN インターフェイスで IGMP スヌーピングをイネーブルにしま
す。指定できる VLAN ID の範囲は 1 ～ 1001 および 1006 ～ 4094 で
す。

（注） VLAN スヌーピングをイネーブルにする前に、IGMP スヌー
ピングをグローバルにイネーブルにする必要があります。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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（注） 学習方式として CGMP を使用し、VLAN 内のマルチキャスト ルータを CGMP プロキシ対応にしな
い場合、ダイナミックにルータにアクセスするには ip cgmp router-onlyコマンドを実行する必要が
あります。詳細については、第 40 章「IP マルチキャスト ルーティングの設定」を参照してください。

VLAN インターフェイスがダイナミックにマルチキャストルータにアクセスする方法を変更する
には、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

デフォルトの学習方式に戻すには、no ip igmp snooping vlan vlan-id mrouter learn cgmpグローバル
コンフィギュレーション コマンドを使用します。

次に、学習方式として CGMP パケットを使用するように IGMP スヌーピングを設定する例を示しま
す。

Switch# configure terminal
Switch(config)# ip igmp snooping vlan 1 mrouter learn cgmp
Switch(config)# end 

マルチキャスト ルータ ポートの設定
マルチキャスト ルータ ポートを追加する（マルチキャスト ルータにスタティック接続を追加する）
には、スイッチ上で ip igmp snooping vlan mrouterグローバル コンフィギュレーション コマンドを
使用します。 

（注） マルチキャスト ルータへのスタティック接続は、スイッチ ポートに限りサポートされます。

マルチキャスト ルータへのスタティック接続をイネーブルに設定するには、イネーブル EXEC モー
ドで次の手順を実行します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 ip igmp snooping vlan vlan-id mrouter 
learn {cgmp | pim-dvmrp}

VLAN 上で IGMP スヌーピングをイネーブルにします。指定できる
VLAN ID の範囲は 1 ～ 1001 および 1006 ～ 4094 です。

マルチキャスト ルータの学習方式を指定します。

• cgmp ― CGMP パケットを待ち受けます。この方式は制御トラ
フィックの削減に便利です。

• pim-dvmrp ― IGMP クエリーおよび PIM-DVMRP パケットをス
ヌーピングします。これはデフォルト設定です。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show ip igmp snooping 設定を確認します。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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VLAN からマルチキャスト ルータ ポートを削除するには、no ip igmp snooping vlan vlan-id mrouter
interface interface-idグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

次に、マルチキャスト ルータへのスタティック接続をイネーブルに設定する例を示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# ip igmp snooping vlan 200 mrouter interface gigabitethernet1/0/2
Switch(config)# end

グループに加入するホストのスタティックな設定

ホストまたはレイヤ 2 ポートは、通常はマルチキャスト グループにダイナミックに加入しますが、
インターフェイスでホストをスタティックに設定することもできます。

マルチキャスト グループのメンバーとしてレイヤ 2 ポートを追加するには、イネーブル EXEC モー
ドで次の手順を実行します。

マルチキャスト グループからレイヤ 2 ポートを削除するには、no ip igmp snooping vlan vlan-id static
mac-address interface interface-idグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 ip igmp snooping vlan vlan-id mrouter 
interface interface-id

マルチキャスト ルータの VLAN ID およびそのマルチキャスト
ルータに対するインターフェイスを指定します。

• 指定できる VLAN ID の範囲は 1 ～ 1001 および 1006 ～ 4094
です。

• インターフェイスは物理インターフェイスまたはポート

チャネルに設定できます。指定できるポート チャネルの範
囲は 1 ～ 48です。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show ip igmp snooping mrouter [vlan 
vlan-id]

VLAN インターフェイスで IGMP スヌーピングがイネーブルに
なっていることを確認します。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 ip igmp snooping vlan vlan-id static 
ip_address interface interface-id

マルチキャスト グループのメンバーとしてレイヤ 2 ポートをス
タティックに設定します。

• vlan-idは、マルチキャスト グループ VLAN ID です。指定で
きる範囲は、1 ～ 1001 および 1006 ～ 4094 です。

• ip-addressは、グループ IP アドレスです。

• interface-idは、メンバー ポートです。物理インターフェイス
またはポート チャネル（1 ～ 48）に設定できます。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show ip igmp snooping groups メンバー ポートおよび IP アドレスを確認します。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。



第 24章      IGMP スヌーピングおよび MVR の設定
IGMP スヌーピングの設定

24-12
Catalyst 3750 スイッチ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

78-16180-06-J

次に、ポートでホストをスタティックに設定する例を示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# ip igmp snooping vlan 105 static 224.2.4.12 interface 
gigabitethernet1/0/1
Switch(config)# end

IGMP 即時脱退のイネーブル化
IGMP 即時脱退をイネーブルにすると、スイッチは、ポートで IGMP バージョン 2 Leave メッセー
ジを検出してそのポートを即座に削除します。VLAN の各ポートにレシーバーが 1 つ存在する場合
のみ、即時脱退機能を使用してください。

（注） 即時脱退は、IGMP バージョン 2 のホストについてのみサポートされます。

IGMP 即時脱退をイネーブルにするには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

VLAN 上で IGMP 即時脱退をディセーブルにするには、no ip igmp snooping vlan vlan-id 
immediate-leaveグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

次に、VLAN 130 で IGMP 即時脱退をイネーブルにする例を示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# ip igmp snooping vlan 130 immediate-leave
Switch(config)# end

IGMP leave タイマーの設定
IGMP leave タイマーを設定する際は、次の注意事項に従ってください。

• 脱退時間は、グローバルにも、VLAN ごとにも設定できます。

• VLAN で脱退時間を設定すると、グローバル設定は上書きされます。

• デフォルトの脱退時間は 1000 ミリ秒です。

• IGMP の設定可能な脱退時間は、IGMP バージョン 2 を実行しているホストのみでサポートさ
れます。

• ネットワークの実際の脱退遅延は通常、設定した脱退時間になります。ただし、リアルタイム

の CPU 負荷条件、ネットワーク遅延、インターフェイスによって送信されたトラフィック量に
より、脱退時間は設定した時間付近でばらつくことがあります。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 ip igmp snooping vlan vlan-id 
immediate-leave

VLAN インターフェイス上で IGMP 即時脱退をイネーブルにし
ます。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show ip igmp snooping vlan vlan-id VLAN インターフェイス上で IGMP 即時脱退がイネーブルに
なっていることを確認します。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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IGMP の設定可能な leave タイマーをイネーブルにするには、イネーブル EXEC モードで次の手順
を実行します。

IGMP 脱退タイマーをグローバルにデフォルトへリセットするには、no ip igmp snooping 
last-member-query-intervalグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

設定した IGMP 脱退時間設定を特定の VLAN から削除するには、no ip igmp snooping vlan vlan-id
last-member-query-interval グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

TCN 関連コマンドの設定
ここでは TCN イベント時にフラッディング マルチキャスト トラフィックを制御する方法を説明し
ます。

• TCN イベント後のマルチキャスト フラッディング時間の制御（p.24-13）

• フラッディング モードからの回復（p.24-14）

• TCN イベント時のマルチキャスト フラッディングのディセーブル化（p.24-14）

TCN イベント後のマルチキャスト フラッディング時間の制御

ip igmp snooping tcn flood query count グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用すると、
TCN イベント後にマルチキャスト トラフィックがフラッディングされる時間を制御できます。こ
のコマンドは、TCN イベント後の、マルチキャスト データ トラフィックのフラッディングに対す
る一般クエリーの数を設定します。TCN イベントの例として、クライアントの場所が変わり、ブ
ロックが解除されて現在は転送を行なっているポートと同じポートに受信者がいる場合、および

ポートが Leave メッセージを送信せずにダウンした場合があります。

ip igmp snooping tcn flood query count コマンドを使用して TCN フラッディング クエリー カウント
を 1 に設定すると、フラッディングは 1 つの一般クエリーを受信したあとに停止します。カウント
を 7 に設定すると、フラッディングは 7 つの一般クエリーを受信するまで続きます。グループは、
TCN イベント時に受信された一般クエリーに基づいて再学習されます。

TCN フラッディング クエリー カウントを設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実
行します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 ip igmp snooping 
last-member-query-interval time

IGMP leave タイマーをグローバルに設定します。範囲は 100 ～
5000 ミリ秒です。デフォルト値は 1000 秒です。

ステップ 3 ip igmp snooping vlan vlan-id 
last-member-query-interval time

（任意）IGMP 脱退時間を VLAN インターフェイスで設定します。
範囲は 100 ～ 5000 ミリ秒です。

（注） VLAN で脱退時間を設定すると、グローバルに設定した
タイマーは上書きされます。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show ip igmp snooping （任意）設定した IGMP 脱退時間を表示します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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デフォルトのフラッディング クエリー カウントに戻すには、no ip igmp snooping tcn flood query
count  グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

フラッディング モードからの回復

トポロジー変更が発生すると、スパニングツリー ルートは、グループ マルチキャスト アドレスが
0.0.0.0 の特別な IGMP Leave メッセージ（グローバル Leave としても知られています）を送信しま
す。ただし、ip igmp snooping tcn query solicit グローバル コンフィギュレーション コマンドをイ
ネーブルにすると、スイッチはスパニングツリー ルートであるかどうかにかかわらずグローバル
Leave メッセージを送信します。ルータは特別な Leave を受信すると、TCN イベント時のフラッ
ディング モードからの回復プロセスを促進する一般クエリーを即座に送信します。このコンフィ
ギュレーション コマンドに関係なく、スイッチがスパニングツリー ルートの場合は、常に Leave が
送信されます。デフォルトでは、クエリー送信はディセーブルにされています。

スイッチがスパニングツリー ルートであるかどうかにかかわらず、グローバル Leave メッセージを
送信するようにするには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

デフォルトのクエリー送信に戻すには、no ip igmp snooping tcn query solicit グローバル コンフィ
ギュレーション コマンドを使用します。

TCN イベント時のマルチキャスト フラッディングのディセーブル化

スイッチが TCN を受信すると、2 つの一般クエリーを受信するまでマルチキャスト トラフィック
はすべてのポートにフラッディングされます。スイッチに多数のポートがあり、異なるマルチキャ

スト グループに属する複数のホストが接続されている場合、このフラッディングはリンクの容量を
超過し、パケットの喪失を生じさせる場合があります。この動作を制御するには、ip igmp snooping
tcn flood インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。

インターフェイスでマルチキャスト フラッディングをディセーブルにするには、イネーブル EXEC
モードで次の手順を実行します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 ip igmp snooping tcn flood query count 
count

マルチキャスト トラフィックのフラッディングに対する、IGMP
の一般クエリーの数を指定します。範囲は 1 ～ 10 です。デフォ
ルトのフラッディング クエリー カウントは 2 です。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show ip igmp snooping TCN 設定を確認します。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 ip igmp snooping tcn query solicit TCN イベント時に、フラッディング モードからの回復プロセス
を促進するために IGMP Leave メッセージ（グローバル Leave）
を送信します。デフォルトでは、クエリー送信はディセーブルに

されています。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show ip igmp snooping TCN 設定を確認します。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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インターフェイスでマルチキャスト フラッディングを再度イネーブルにするには、ip igmp
snooping tcn flood インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。

IGMP スヌーピング クエリアの設定
IGMP スヌーピング クエリアを設定する際は、次の注意事項に従ってください。

• グローバル コンフィギュレーション モードで VLAN を設定します。

• VLAN インターフェイス上に IP アドレスを設定します。イネーブルの場合、IGMP スヌーピン
グ クエリアは IP アドレスをクエリー送信元アドレスとして使用します。

• VLAN インターフェイスに IP アドレスが設定されていない場合、IGMP スヌーピング クエリア
は IGMP クエリア用に設定されているグローバル IP アドレスの使用を試みます。グローバル IP
アドレスが指定されていない場合は、IGMP スヌーピング クエリアは（存在する場合）VLAN
Switch Virtual Interface（SVI; スイッチ仮想インターフェイス）IP アドレスの使用を試みます。
SVI IP アドレスがない場合は、スイッチはスイッチに設定されている使用可能な最初の IP アド
レスを使用します。使用可能な最初の IP アドレスは、show ip interfaceイネーブル EXECコマ
ンドの出力に表示されます。IGMP スヌーピング クエリアは、スイッチで使用可能な IP アドレ
スが見つからなかった場合は、IGMP 一般クエリーの生成を行いません。

• IGMP スヌーピング クエリアは IGMP バージョン 1 および 2 をサポートします。

• 管理上のイネーブルの場合、IGMP スヌーピング クエリアはネットワーク内でマルチキャスト
ルータを検出すると非クエリア ステートに移行します。

• 管理上のイネーブルの場合、IGMP スヌーピング クエリアは以下の条件下にあるときは操作上
のディセーブル ステートに移行します。

－ IGMP スヌーピングが VLAN でディセーブルに設定されている。

－ PIM が、対応する VLAN の SVI でイネーブルに設定されている。

VLAN で IGMP スヌーピング クエリア機能をイネーブルにするには、イネーブル EXEC モードで
次の手順を実行します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id 設定するインターフェイスを指定し、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。

ステップ 3 no ip igmp snooping tcn flood スパニングツリー TCN イベント時のマルチキャスト トラフィッ
クのフラッディングをディセーブルにします。

デフォルトでは、マルチキャスト フラッディングはインター
フェイスでイネーブルにされています。

ステップ 4 exit イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show ip igmp snooping TCN 設定を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 ip igmp snooping querier IGMP スヌーピング クエリアをイネーブルにします。
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次の例は、IGMP スヌーピング クエリアの送信元アドレスを 10.0.0.64 に設定する方法を示していま
す。

Switch# configure terminal
Switch(config)# ip igmp snooping querier 10.0.0.64
Switch(config)# end

次の例は、IGMP スヌーピング クエリアの最大応答時間を 25 秒に設定する方法を示しています。

Switch# configure terminal
Switch(config)# ip igmp snooping querier query-interval 25
Switch(config)# end

次の例は、IGMP スヌーピング クエリアのタイムアウトを 60 秒に設定する方法を示しています。

Switch# configure terminal
Switch(config)# ip igmp snooping querier timeout expiry 60
Switch(config)# end

次の例は、IGMP スヌーピング クエリア機能をバージョン 2 に設定する方法を示しています。

Switch# configure terminal
Switch(config)# no ip igmp snooping querier version 2
Switch(config)# end

ステップ 3 ip igmp snooping querier address 
ip_address 

（任意）IGMP スヌーピング クエリアの IP アドレスを指定しま
す。IP アドレスを指定しない場合、クエリアは IGMP クエリア
用に設定されたグローバル IP アドレスを使用しようとします。

（注） スイッチ上で IP アドレスを検出できない場合、IGMP ス
ヌーピング クエリアは IGMP 一般クエリーを生成しませ
ん。

ステップ 4 ip igmp snooping querier query-interval 
interval-count

（任意）IGPM クエリアの間隔を設定します。指定できる範囲は
1 ～ 18000 秒です。

ステップ 5 ip igmp snooping querier tcn query [count 
count | interval interval]

（任意）Topology Change Notification（TCN; トポロジー変更通知）
クエリアの間隔を設定します。指定できる回数は 1 ～ 10 で間隔
は 1 ～ 255 秒です。

ステップ 6 ip igmp snooping querier timer expiry 
timeout

（任意）IGMP クエリアの期限が切れるまでの時間を設定します。
指定できる範囲は 60 ～ 300 秒です。

ステップ 7 ip igmp snooping querier version version （任意）クエリア機能が使用する IGMP バージョン番号を選択し
ます。1 か 2 を選択します。

ステップ 8 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 9 show ip igmp snooping vlan vlan-id （任意）VLAN インターフェイスで IGMP スヌーピング クエリア
がイネーブルになっていることを確認します。VLAN ID の範囲
は 1 ～ 1001 および 1006 ～ 4094 です。

ステップ 10 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明
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IGMP レポート抑制のディセーブル化

（注） IGMP レポート抑制は、マルチキャスト クエリーに IGMPv1 レポートおよび IGMPv2 レポートが含
まれている場合にのみサポートされます。クエリーに IGMPv3 レポートが含まれる場合には、サ
ポートされません。

IGMP レポート抑制は、デフォルトでイネーブルに設定されています。この機能がイネーブルにな
ると、スイッチはマルチキャスト ルータ クエリーごとに 1 つの IGMP レポートのみを転送します。
レポート抑制がディセーブルの場合は、すべての IGMP レポートがマルチキャスト ルータに転送さ
れます。

IGMP レポート抑制をディセーブルにするには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

IGMP レポート抑制を再びイネーブルにするには、ip igmp snooping report-suppressionグローバル
コンフィギュレーション コマンドを使用します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 no ip igmp snooping report-suppression IGMP レポート抑制をディセーブルにします。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show ip igmp snooping IGMP レポート抑制がディセーブルであることを確認します。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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IGMP スヌーピング情報の表示
ダイナミックに学習された、あるいはスタティックに設定されたルータ ポートおよび VLAN イン
ターフェイスの IGMP スヌーピング情報を表示できます。IGMP スヌーピング用に設定した VLAN
の MAC アドレス マルチキャスト エントリも表示できます。

IGMP スヌーピング情報を表示するには、表 24-4に示す 1 つまたは複数のイネーブル EXEC コマン
ドを使用します。

表 24-4 IGMP スヌーピング情報表示用のコマンド

コマンド 説明

show ip igmp snooping [vlan vlan-id] スイッチのすべての VLAN または指定された VLAN のスヌーピング
設定情報を表示します。

（任意）単一の VLAN に関する情報を表示するには、vlan vlan-idを使
用します。指定できる VLAN ID の範囲は 1 ～ 1001 および 1006 ～ 4094
です。

show ip igmp snooping groups [count |dynamic 
[count] | user [count]]

スイッチまたは特定のパラメータに関するマルチキャスト テーブル
情報を表示します。

• count ― 実際のエントリではなく、指定されたコマンド オプショ
ンに対するエントリの総数を表示します。

• dynamic ― IGMP スヌーピングを通して学習されたエントリを表
示します。

• user ― ユーザが設定したマルチキャスト エントリのみを表示し
ます。

show ip igmp snooping groups vlan vlan-id 
[ip_address | count | dynamic [count] | user[count]]

マルチキャスト VLAN または VLAN の特定のパラメータに関するマ
ルチキャスト テーブル情報を表示します。

• vlan-id ― 指定できる VLAN ID 範囲は 1 ～ 1001 および 1006 ～
4094 です。

• count ― 実際のエントリではなく、指定されたコマンド オプショ
ンに対するエントリの総数を表示します。

• dynamic ― IGMP スヌーピングを通して学習されたエントリを表
示します。

• ip_address ― 指定されたグループ IP アドレスを持つマルチキャ
スト グループの特性を表示します。

• user ― ユーザが設定したマルチキャスト エントリのみを表示し
ます。

show ip igmp snooping mrouter [vlan vlan-id] ダイナミックに学習された、または手動で設定されたマルチキャスト

ルータ インターフェイスに関する情報を表示します。

（注） IGMP スヌーピングをイネーブルにすると、スイッチはマルチ
キャスト ルータの接続先であるインターフェイスを自動的に
学習します。これらはダイナミックに学習されるインター
フェイスです。

（任意）単一の VLAN に関する情報を表示するには、vlan vlan-idを使
用します。
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これらのコマンドのキーワードおよびオプションの詳細については、このリリースのコマンド リ
ファレンスを参照してください。

show ip igmp snooping querier [vlan vlan-id] VLAN で最新の受信 IGMP クエリー メッセージについての IP アドレ
スおよび着信ポートに関する情報を表示します。

（任意）単一の VLAN に関する情報を表示するには、vlan vlan-idを使
用します。

show ip igmp snooping querier [vlan vlan-id] detail VLAN で最新の受信 IGMP クエリー メッセージについての IP アドレ
スおよび着信ポートに関する情報を表示し、VLAN の IGMP スヌーピ
ング クエリアの設定および稼働ステートを表示します。

表 24-4 IGMP スヌーピング情報表示用のコマンド（続き）

コマンド 説明
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MVR の概要
MVR は、イーサネット リングベースのサービス プロバイダー ネットワークで、マルチキャスト
トラフィックを広範囲に配信するアプリケーション（サービス プロバイダー ネットワークでの複
数の TV チャネルのブロードキャストなど）用に設計された機能です。MVR により、ポート上の
加入者は、ネットワーク全般のマルチキャスト VLAN のマルチキャスト ストリームに対して、加
入または非加入を設定できます。ネットワーク上で 1 つのマルチキャスト VLAN を共有しながら、
加入者は異なる VLAN に存続できます。MVR を使用すると、マルチキャスト VLAN 内でマルチ
キャスト ストリームを継続的に送信しながら、帯域およびセキュリティを確保するために、加入者
VLAN からストリームを隔離できます。

MVR では、加入者ポートが、IGMP Join または Leave メッセージを送信することによって、マルチ
キャスト ストリームへの加入または非加入（Join または Leave）を実行することを前提にしていま
す。このメッセージは、イーサネット接続の IGMP バージョン 2 互換ホストから発信できます。
MVR は IGMP スヌーピングの基本メカニズムで動作しますが、2 つの機能は相互に独立して動作し
ます。それぞれ、もう一方の動作に影響を与えることなくイネーブルまたはディセーブルにできま

す。ただし、IGMP スヌーピングと MVR がともにイネーブルの場合は、MVR は、MVR 上で設定
されたマルチキャスト グループからの Join および Leave メッセージに対してのみ反応します。残り
すべてのマルチキャスト グループからの Join および Leave メッセージは、IGMP スヌーピングに
よって管理されます。

スイッチの CPU は、MVR IP マルチキャスト ストリームおよびスイッチ転送テーブル上の関連 IP
マルチキャスト グループを識別し、IGMP メッセージを代行受信します。また、受信側が送信元と
は別の VLAN にいる場合でも、マルチキャスト ストリームの受信側として加入者をテーブルに追
加したりテーブルから削除したりするように転送テーブルを書き換えます。この転送動作は、さま

ざまな VLAN 間で通信されるトラフィックを選択的に許可します。

スイッチの MVR 動作は、互換モードまたはダイナミック モードに設定できます。

• 互換モードの場合、MVR ホストによって受信されたマルチキャスト データは、ポートの MVR
ホスト メンバーシップに関係なく、すべての MVR データ ポートに転送されます。マルチキャ
スト データは、IGMP レポートまたは MVR スタティック設定を使用して、MVR ホストが明示
的に加入した受信ポートにのみ転送されます。また、MVR ホストから受信された IGMP レポー
トは、スイッチに設定された MVP データ ポートからは転送されません。

• ダイナミック モードの場合、スイッチ上の MVR ホストで受信されたマルチキャスト データ
は、IGMP レポートまたは MVR スタティック設定を使用して、MVR ホストが加入した MVR
データ ポートおよびクライアント ポートからのみ転送されます。MVR ホストから着信した
IGMP レポートは、スイッチ内のすべての MVR データ ポートからも転送されます。これによ
り、スイッチが互換モードで動作している場合のように MVR データ ポート リンクで不要な帯
域幅が使用されることがなくなります。

MVR に参加するのは、レイヤ 2 ポートのみです。ポートは MVR 受信ポートして設定する必要があ
ります。各スイッチ スタックでサポートされる MVR マルチキャスト VLAN は、1 つのみです。

受信ポートおよび送信元ポートは、スイッチ スタック内のそれぞれ別のスイッチに設定できます。
マルチキャスト VLAN で送信されるマルチキャスト データはスタック内のすべての MVR 受信
ポートに転送されます。スタックに新規に追加されたスイッチには、デフォルトで受信ポートが設

定されていません。

スイッチに障害が発生するか、スタックから削除されると、このスイッチに属する受信ポートのみ

がマルチキャスト データを受信しなくなります。その他のスイッチのその他のすべての受信ポート
は、引き続きマルチキャスト データを受信します。
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マルチキャスト TV アプリケーションでの MVR の使用方法
マルチキャスト TV アプリケーションでは、PC またはセットトップ ボックスを装備した TV で、マ
ルチキャスト ストリームを受信できます。複数のセットトップ ボックスまたは複数の PC は、MVR
の受信ポートとして設定されたスイッチ ポートである、1 つの加入者ポートに接続できます。図
24-3に設定例を示します。セットトップ ボックスまたは PC には、DHCP によって IP アドレスが割
り当てられます。加入者がチャネルを選択すると、対応するマルチキャストに加入するために、セッ

トトップ ボックスまたは PC からスイッチ A に対して IGMP レポートが送信されます。IGMP レ
ポートが、設定済みの IP マルチキャスト グループ アドレスの 1 つと一致すると、スイッチの CPU
は、ハードウェアのアドレス テーブルを変更し、指定されたマルチキャスト ストリームをマルチ
キャスト VLAN から受信した場合にそのマルチキャスト ストリームを転送する宛先として、この
受信ポートと VLAN をアドレス テーブルに追加します。マルチキャスト VLAN との間でマルチ
キャスト データを送受信するアップリンク ポートを、MVR 送信元ポートと呼びます。

図 24-3 MVR の例
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加入者がチャネルを変更するか、TV をオフにすると、セットトップ ボックスからマルチキャスト
ストリームの IGMP Leave メッセージが送信されます。スイッチの CPU は、受信ポートの VLAN を
介して、MAC ベースの一般クエリーを送信します。VLAN 内に、このグループに加入している他
のセットトップ ボックスがある場合には、そのセットトップ ボックスはクエリーで指定された最
大応答時間内に応答しなければなりません。応答を受信しない場合、CPU はこのグループの転送宛
先から受信ポートを除外します。

即時脱退機能がイネーブルになっていない場合、スイッチは受信ポートの加入者から IGMP Leave
メッセージを受信すると、そのポートに IGMP クエリーを送信して IGMP グループ メンバーシップ
レポートを待ちます。設定された時間内にレポートを受信しなかった場合は、マルチキャスト グ
ループ メンバーシップから受信ポートが削除されます。即時脱退機能を使用する場合、IGMP クエ
リーは、IGMP Leave メッセージを受信した受信ポートから送信されません。Leave メッセージを受
信するとただちに、受信ポートがマルチキャスト グループ メンバーシップから削除されるため、脱
退遅延時間が短縮されます。即時脱退機能は、1 つの受信デバイスを接続した受信ポートでだけイ
ネーブルにしてください。

MVR では、各 VLAN の複数の加入者に対して TV チャネルのマルチキャスト トラフィックを重複
して送信する必要がありません。すべてのチャネルに対するマルチキャスト トラフィックが、
VLAN トランクで 1 回だけ送信されます（マルチキャスト VLAN 上のみ）。IGMP Leave および Join
メッセージは、加入者ポートが割り当てられている VLAN 内で送信されます。これらのメッセージ
によって、レイヤ 3 デバイス（スイッチ B）上でマルチキャスト VLAN のマルチキャスト トラ
フィック ストリームが、ダイナミックに登録されます。アクセス レイヤ スイッチ（スイッチ A）
は、マルチキャスト VLAN から別の VLAN 上の加入者ポートにトラフィックが転送されるように
転送動作を変更し、2 つの VLAN 間で伝送されるトラフィックを選択的に許可します。

IGMP レポートは、マルチキャスト データと同じ IP マルチキャスト グループ アドレスに送信され
ます。スイッチ A の CPU は、受信ポートからのすべての IGMP Join および Leave メッセージを取
り込み、MVR モードに基づいて、送信元（アップリンク）ポートのマルチキャスト VLAN に転送
する必要があります。
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MVR の設定
ここでは、次の設定について説明します。

• MVR のデフォルト設定（p.24-23）

• MVR 設定時の注意事項および制限事項（p.24-23）

• MVR グローバル パラメータの設定（p.24-24）

• MVR インターフェイスの設定（p.24-25）

MVR のデフォルト設定
表 24-5に、MVR のデフォルト設定を示します。

MVR 設定時の注意事項および制限事項
MVR の設定時は、次の注意事項に従ってください。

• 受信ポートにすることができるのは、アクセス ポートのみです。トランク ポートは受信ポー
トに設定できません。スイッチの受信ポートは別の VLAN に属していてもかまいませんが、マ
ルチキャスト VLAN に属することはできません。

• スイッチ上に設定できるマルチキャスト エントリ（MVR グループ アドレス）の最大数（受信
できる TV チャネルの最大数）は 256 です。

• 送信元 VLAN で受信され受信ポートから送信される MVR マルチキャスト データの Time To
Live（TTL）は、スイッチを通過するたびに値が 1 ずつ小さくなります。

• スイッチの MVR では、MAC マルチキャスト アドレスでなく IP マルチキャスト アドレスが使
用されるため、エイリアスが設定された IP マルチキャスト アドレスを使用できます。ただし、
スイッチが Catalyst 3550 または Catalyst 3500 XL スイッチと相互作用している場合は、IP アド
レス間で、または予約済みの IP マルチキャスト アドレス（224.0.0.xxx の範囲）に対して、エ
イリアスを持つ IP アドレスを設定しないでください。

• プライベート VLAN ポートで MVR を設定しないでください。

• スイッチ上でマルチキャスト ルーティングがイネーブルの場合、MVR はサポートされません。
MVR がイネーブルの場合に、マルチキャスト ルーティングおよびマルチキャスト ルーティン
グ プロトコルをイネーブルにすると、MVR がディセーブルになり、警告メッセージが表示さ
れます。マルチキャスト ルーティングおよびマルチキャスト ルーティング プロトコルがイ
ネーブルの場合に、MVR をイネーブルにしようとすると、MVR をイネーブルにする操作が取
り消され、エラー メッセージが表示されます。

• スイッチ上で、MVR と IGMP スヌーピングを共存できます。

• MVR 受信ポートで受信された MVR データは、MVR 送信元ポートに転送されません。

• MVR は、IGMPv3 メッセージをサポートしません。

表 24-5 MVR のデフォルト設定

機能 デフォルト設定

MVR グローバルおよびインターフェイス単位でディ

セーブル

マルチキャスト アドレス 設定なし

クエリー応答時間 0.5 秒

マルチキャスト VLAN VLAN 1

モード 互換

インターフェイス（ポート単位）のデフォルト 受信および送信元のどちらのポートでもない

即時脱退 すべてのポートでディセーブル
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MVR グローバル パラメータの設定
デフォルト設定を使用する場合には、オプションの MVR パラメータを設定する必要はありません。
デフォルトのパラメータ値を変更する場合（MVR VLAN を除く）には、先に MVR をイネーブルに
する必要があります。

（注） ここで使用されるコマンドの構文および使用方法の詳細については、このリリースのコマンド リ
ファレンスを参照してください。

MVR パラメータを設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

スイッチをデフォルト設定に戻すには、no mvr [mode | group ip-address | querytime | vlan] グローバ
ル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 mvr スイッチ上で MVR をイネーブルに設定します。

ステップ 3 mvr group ip-address [count] スイッチ上に IP マルチキャスト アドレスを設定します。または、
countパラメータを使用して、連続する MVR グループ アドレスを設
定します（countの範囲は 1 ～ 256 で、デフォルトは 1 です）。この
アドレス宛のマルチキャスト データは、スイッチ上のすべての送信
元ポート、およびこのマルチキャスト アドレス上のデータを受信す
るように設定されているすべての受信ポートに送信されます。各マ

ルチキャスト アドレスは、1 つの TV チャネルに対応付けられます。

ステップ 4 mvr querytime value （任意）マルチキャスト グループ メンバーシップから受信ポートを
削除するまでに、受信ポートで IGMP レポート メンバーシップを待
機する最大待機時間を指定します。値は、1/10 秒単位で指定します。
指定できる範囲は 1 ～ 100 で、デフォルトは 5/10、つまり 0.5 秒です。

ステップ 5 mvr vlan vlan-id （任意）マルチキャスト データを受信する VLAN を指定します。す
べての送信元ポートはこの VLAN に属する必要があります。指定で
きる VLAN の範囲は、1 ～ 1001 および 1006 ～ 4094 です。デフォル
トは、VLAN 1 です。

ステップ 6 mvr mode {dynamic | compatible} （任意）MVR 動作モードを指定します。

• dynamic ― 送信元ポートでのダイナミック MVR メンバーシッ
プを可能にします。

• compatible ― Catalyst 3500 XL および Catalyst 2900 XL スイッチ
と互換性があり、送信元ポートでのダイナミックな IGMP Join
をサポートしません。

デフォルト設定は、compatibleモードです。

ステップ 7 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 8 show mvr または show mvr members 設定を確認します。

ステップ 9 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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次に、MVR をイネーブルにして、グループ アドレスを設定し、クエリー時間を 1 秒（10 × 1/10）
に設定し、MVR マルチキャスト VLAN を VLAN 22 として指定し、MVR モードをダイナミックに
設定する方法を示します。

Switch(config)# mvr
Switch(config)# mvr group 228.1.23.4
Switch(config)# mvr querytime 10
Switch(config)# mvr vlan 22 
Switch(config)# mvr mode dynamic 
Switch(config)# end 

 show mvr membersイネーブル EXEC コマンドを使用すると、スイッチ上の MVR マルチキャスト
グループ アドレスを確認できます。

MVR インターフェイスの設定
レイヤ 2 MVR インターフェイスを設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行しま
す。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 mvr スイッチ上で MVR をイネーブルに設定します。

ステップ 3 interface interface-id 設定するレイヤ 2 ポートを指定し、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。

ステップ 4 mvr type {source | receiver} MVR ポートを次のいずれかに設定します。

• source ― マルチキャスト データを送受信するアップリンク
ポートを送信元ポートとして設定します。加入者は、直接送信

元ポートに接続できません。スイッチ上の送信元ポートは、す

べて 1 つのマルチキャスト VLAN に属します。

• receiver ― ポートが加入者ポートで、マルチキャスト データの
受信だけを行う場合には、受信ポートとして設定します。受信

ポートは、スタティックな設定、または IGMP Join および Leave
メッセージによって、マルチキャスト グループのメンバーにな
るまでは、データを受信しません。受信ポートは、マルチキャ

スト VLAN に属することはできません。

デフォルト設定は非 MVR ポートです。MVR 特性で非 MVR ポート
を設定しようとすると、操作は無効になります。

ステップ 5 mvr vlan vlan-id group [ip-address] （任意）マルチキャスト VLAN および IP マルチキャスト アドレスに
送信されたマルチキャスト トラフィックを受信するように、ポート
をスタティックに設定します。グループのメンバーとしてスタ

ティックに設定されたポートは、スタティックに削除されるまでは

グループ メンバーのままです。

（注） 互換モードでは、このコマンドは受信ポートのみに対して適
用されます。ダイナミック モードでは、受信ポートおよび
送信元ポートに適用されます。

受信ポートは、IGMP Join および Leave メッセージによって、マルチ
キャスト グループにダイナミックに加入することもできます。
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インターフェイスをデフォルト設定に戻すには、no mvr [type | immediate | vlan vlan-id | group] イン
ターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。

次に、ポートを受信ポートとして設定し、マルチキャスト グループ アドレスに送信されたマルチ
キャスト トラフィックを受信するようにポートをスタティックに設定し、ポートに即時脱退機能を
設定して、結果を確認する方法を示します。

Switch(config)# mvr
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/2
Switch(config-if)# mvr type receiver
Switch(config-if)# mvr vlan 22 group 228.1.23.4
Switch(config-if)# mvr immediate
Switch(config)# end 
Switch# show mvr interface
Port Type        Status          Immediate Leave
----    ----        -------         ---------------
Gi1/0/2 RECEIVER ACTIVE/DOWN ENABLED

ステップ 6 mvr immediate （任意）ポート上の MVR の即時脱退機能をイネーブルにします。

（注） このコマンドは受信ポートだけに適用します。この機能は単
一の受信デバイスが接続されている受信ポート上でのみイ
ネーブルにしてください。

ステップ 7 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 8 show mvr 

show mvr interface
または

show mvr members

設定を確認します。

ステップ 9 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明
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MVR 情報の表示
スイッチまたは指定されたインターフェイスの MVR 情報を表示できます。MVR 情報を表示するに
は、イネーブル EXEC モードで表 24-6のコマンドを実行します。

表 24-6 MVR 情報表示用のコマンド

コマンド 説明

show mvr スイッチの MVR ステータスと値を表示します。これには、MVR がイネーブルまた
はディセーブルであるかの判別、マルチキャスト VLAN、マルチキャスト グループ
の最大数（256）および現在の数（0 ～ 256）、クエリー応答時間、および MVR モー
ドがあります。

show mvr interface [interface-id] 
[members [vlan vlan-id]]

すべての MVR インターフェイスおよびそれぞれの MVR 設定を表示します。

特定のインターフェイスを入力すると、次の情報が表示されます。

• Type ― 受信（Receiver）または送信元（Source）

• Status ― 次のいずれか 1 つ

－ Active はポートが VLAN に含まれていることを意味します。

－ Up/Down はポートが転送中か非転送中のどちらかであるという意味です。

－ Inactive はポートがどの VLAN にも属していないことを意味します。

• Immediate Leave ― イネーブル（Enabled）またはディセーブル（Disabled）

members キーワードを指定すると、このポートのすべてのマルチキャスト グループ
メンバーが表示されます。また、VLAN 識別子を指定すると、VLAN のすべてのマル
チキャスト グループ メンバーが表示されます。指定できる VLAN ID の範囲は 1 ～
1001 および 1006 ～ 4094 です。

show mvr members [ip-address] 任意の IP マルチキャスト グループまたは指定された IP マルチキャスト グループ IP
アドレスのメンバーであるすべての受信ポートおよび送信元ポートを表示します。
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IGMP フィルタリングおよび IGMP スロットリングの設定
一部の環境（たとえば、メトロポリタンまたは Multiple-Dwelling Unit［MDU; 集合住宅］インスト
レーション）では、スイッチ ポート上のユーザが所属する複数のマルチキャスト グループを管理
する必要があります。この機能により、契約やサービス計画のタイプに基づいて IP/TV などのマル
チキャスト サービスの配信を制御できます。また、スイッチ ポート上のユーザが所属できるマル
チキャスト グループ数を制限する必要もあります。

IGMP フィルタリング機能を使用すると、IP マルチキャスト プロファイルを設定して個々のスイッ
チ ポートに対応付けることにより、ポート単位でマルチキャスト加入をフィルタリングできます。
IGMP プロファイルには 1 つまたは複数のマルチキャスト グループを格納できます。また、IGMP
プロファイルによって、このグループへのアクセスを許可するか拒否するかを指定できます。マル

チキャスト グループへのアクセスを拒否する IGMP プロファイルがスイッチ ポートに適用された
場合、IP マルチキャスト トラフィックのストリームを要求する IGMP Join レポートは廃棄され、
ポートはそのグループから IP マルチキャスト トラフィックを受信できません。フィルタリング ア
クションによってマルチキャスト グループへのアクセスが許可された場合、ポートからの IGMP レ
ポートが転送され、通常の処理が行われます。レイヤ 2 インターフェイスが加入できる IGMP グ
ループの最大数を設定することもできます。

IGMP フィルタリングが制御するのは、Join および Leave レポートなど、グループ固有のクエリー
やメンバーシップ レポートだけです。一般的な IGMP クエリーは制御しません。IGMP フィルタリ
ングは、IP マルチキャスト トラフィックの転送指示機能には関係しません。フィルタリング機能
は、マルチキャスト トラフィックの転送に、CGMP または MVR のどちらを使用しても同様に動作
します。

IGMP フィルタリングを適用できるのは、IP マルチキャスト グループ アドレスをスタティックに
設定する場合でなく、ダイナミックに学習する場合のみです。

IGMP スロットリング機能により、レイヤ 2 インターフェイスが加入できる IGMP グループの最大
数を設定できます。IGMP グループの最大数が設定されていて、IGMP スヌーピング転送テーブル
に最大数のエントリが含まれていて、さらにインターフェイスが IGMP Join レポートを受信した場
合、IGMP レポートを廃棄するか、またはランダムに選択されたマルチキャスト エントリを、受信
した IGMP レポートで置き換えるように設定できます。

（注） IGMP フィルタリングを実行しているスイッチでは、IGMPv3 Join および Leave メッセージはサポー
トされません。

ここでは、次の設定について説明します。

• IGMP フィルタリングおよび IGMP スロットリングのデフォルト設定（p.24-29）

• IGMP プロファイルの設定（p.24-29）（任意）

• IGMP プロファイルの適用（p.24-30）（任意）

• IGMP グループの最大数の設定（p.24-31）（任意）

• IGMP スロットリング アクションの設定（p.24-32）（任意）
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IGMP フィルタリングおよび IGMP スロットリングのデフォルト設定
表 24-7に、IGMP フィルタリングのデフォルト設定を示します。

転送テーブルにグループの最大数がある場合、IGMP スロットリング アクションは、デフォルトで
IGMP レポートを拒否します。設定時の注意事項については、「IGMP スロットリング アクションの
設定」（p.24-32）を参照してください。

IGMP プロファイルの設定
IGMP プロファイルを設定するには、プロファイル番号を指定して ip igmp profileグローバル コン
フィギュレーション コマンドを使用し、IGMP プロファイル コンフィギュレーション モードを開
始して、IGMP プロファイルを作成します。このモードでは、ポートからの IGMP Join 要求をフィ
ルタリングするのに使用する、IGMP プロファイルのパラメータを指定できます。IGMP プロファ
イル コンフィギュレーション モードの場合は、次のコマンドでプロファイルを作成できます。

• deny：一致アドレスを拒否するように指定します。これがデフォルトです。

• exit：IGMP プロファイル コンフィギュレーション モードを終了します。

• no：コマンドを無効にするか、デフォルトに戻します。

• permit：一致アドレスを許可するよう指定します。

• range：そのプロファイルの IP アドレスの範囲を指定します。1 つの IP アドレスまたは、開始
アドレスおよび終了アドレスで指定した範囲を設定することもできます。

デフォルトでは、IGMP プロファイルが未設定です。プロファイルの設定時に、permitまたは deny
のどちらのキーワードも指定されていない場合は、デフォルトで IP アドレスの範囲へのアクセス
が拒否されます。

IGMP プロファイルを作成するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

表 24-7 IGMP フィルタリングのデフォルト設定

機能 デフォルト設定

IGMP フィルタリング 適用なし

IGMP グループの IGMP 最大数 最大値は設定なし

IGMP プロファイル 定義なし

IGMP プロファイル アクション 範囲アドレスを拒否

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 ip igmp profile profile number 設定するプロファイルに番号を割り当て、IGMP プロファイル コン
フィギュレーション モードを開始します。プロファイル番号の範囲
は、1 ～ 4294967295です。

ステップ 3 permit | deny （任意）IP マルチキャスト アドレスへのアクセスを許可または拒否
するアクションを設定します。アクションが設定されていない場合

は、プロファイルのデフォルト設定によってアクセスが拒否されま

す。
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プロファイルを削除するには、no ip igmp profile profile numberグローバル コンフィギュレーション
コマンドを使用します。

IP マルチキャスト アドレスまたは IP マルチキャスト アドレス範囲を削除するには、no range ip
multicast address IGMP プロファイル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

次に、1 つの IP マルチキャスト アドレスへのアクセスを許可する IGMP プロファイル 4 を作成し
て、その設定を確認する例を示します。アクションが拒否（デフォルト）である場合は、show ip
igmp profileの出力には表示されません。

Switch(config)# ip igmp profile 4
Switch(config-igmp-profile)# permit
Switch(config-igmp-profile)# range 229.9.9.0
Switch(config-igmp-profile)# end
Switch# show ip igmp profile 4
IGMP Profile 4
    permit
    range 229.9.9.0 229.9.9.0

IGMP プロファイルの適用
IGMP プロファイルの定義に従ってアクセスを制御するには、ip igmp filterインターフェイス コン
フィギュレーション コマンドを使用して該当するインターフェイスにプロファイルを適用します。
IGMP プロファイルを適用できるのは、レイヤ 2 アクセス ポートだけです。ルーテッド ポートや
SVI には適用できません。また、EtherChannel ポート グループに属するポートにはプロファイルを
適用できません。1 つのプロファイルを複数のインターフェイスに適用できますが、各インターフェ
イスに適用できるプロファイルは 1 つだけです。

スイッチ ポートに IGMP プロファイルを適用するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行
します。

ステップ 4 range ip multicast address アクセスが制御される IP マルチキャスト アドレスまたは IP マルチ
キャスト アドレスの範囲を入力します。範囲を入力する場合は、最
小値の IP マルチキャスト アドレス、スペース、最大値の IP マルチ
キャスト アドレスの順で入力します。

range コマンドを複数回使用すると、複数のアドレスまたはアドレ
ス範囲を入力できます。

ステップ 5 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 show ip igmp profile profile number プロファイル設定を確認します。

ステップ 7 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id 物理インターフェイスを指定し、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。このインターフェイスに
は、EtherChannel ポート グループに属していないレイヤ 2 ポート
を指定しなければなりません。

ステップ 3 ip igmp filter profile number 指定した IGMP プロファイルをこのインターフェイスに適用し
ます。指定できる範囲は 1 ～ 4294967295 です。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。
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インターフェイスからプロファイルを削除するには、no ip igmp filter profile number インターフェ
イス コンフィギュレーション コマンドを使用します。

次に、ポートに IGMP プロファイル 4 を適用する例を示します。

Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/2
Switch(config-if)# ip igmp filter 4
Switch(config-if)# end

IGMP グループの最大数の設定
ip igmp max-groupsインターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用すると、レイヤ 2 イ
ンターフェイスが加入できる IGMP グループの最大数を設定できます。最大数をデフォルト（制限
なし）に戻す場合は、このコマンドの no形式を使用します。

この制限が適用されるのはレイヤ 2 ポートだけです。ルーテッド ポートや SVI には IGMP グループ
の最大数を設定できません。また、このコマンドを論理 EtherChannel インターフェイスでも使用す
ることはできますが、EtherChannel ポート グループに属するポート上では、使用できません。

転送テーブルの IGMP グループの最大数を設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実
行します。

最大グループ数の制限を削除して、最大値なしのデフォルトに戻すには、no ip igmp max-groupsイ
ンターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。

次に、ポートが加入できる IGMP グループ数を 25 に制限する例を示します。

Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/2
Switch(config-if)# ip igmp max-groups 25
Switch(config-if)# end

ステップ 5 show running-config interface interface-id 設定を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id 設定するインターフェイスを指定し、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。このインターフェイ
スには、EtherChannel グループまたは EtherChannel インターフェ
イスに属していないレイヤ 2 ポートを指定できます。

ステップ 3 ip igmp max-groups number インターフェイスが加入できる IGMP グループの最大数を設定
します。指定できる範囲は 0 ～ 4294967294 で、デフォルトは最
大値の設定なしです。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show running-config interface interface-id 設定を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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IGMP スロットリング アクションの設定
レイヤ 2 インターフェイスが加入可能な IGMP グループの最大数を設定すると、ip igmp max-groups
action replace インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用して、IGMP レポートを
受信した新しいグループと既存グループを置き換えるように設定できます。IGMP Join レポートを
廃棄するというデフォルトの設定に戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

IGMP スロットリング アクションを設定する場合は、次の注意事項に従ってください。

• この制限は、レイヤ 2 ポートにのみ適用されます。このコマンドを論理 EtherChannel インター
フェイスで使用することはできますが、EtherChannel ポート グループに属するポート上では、
使用できません。

• 最大グループ制限が、デフォルトに設定されている場合（最大値の設定なし）は、ip igmp 
max-groups action {deny | replace}コマンドを入力しても、影響しません。

• インターフェイスが転送テーブルにマルチキャスト エントリを追加したあとで、スロットリン
グ アクションおよび最大グループ制限を設定すると、スロットリング アクションに応じて、転
送テーブルのエントリは無効になるかまたは削除されます。

－ スロットリング アクションを deny に設定する場合は、すでに転送テーブルにあったエン
トリは、削除されず無効になります。これらのエントリが無効になり、エントリの最大数

が転送テーブルある場合、スイッチはインターフェイスで次に受信した IGMP レポートを
廃棄します。

－ スロットリング アクションを replace に設定する場合は、すでに転送テーブルにあったエ
ントリは、削除されます。転送テーブル内に最大数のエントリがある場合、スイッチはラ

ンダムに選択されたエントリを、受信した IGMP レポートで置き換えます。

スイッチが転送テーブルのエントリを削除しないようにするには、インターフェイスがエント

リを転送テーブルに追加する前に、IGMP スロットリング アクションを設定します。

転送テーブルに最大数のエントリがあるときに、スロットリング アクションを設定するには、イ
ネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

レポートを廃棄するというデフォルトのアクションに戻るには、no ip igmp max-groups actionイン
ターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id 設定する物理インターフェイスを指定し、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。このインターフェ
イスには、EtherChannel グループまたは EtherChannel インター
フェイスに属していないレイヤ 2 ポートを指定できます。このイ
ンターフェイスには、トランク ポートは指定できません。

ステップ 3 ip igmp max-groups action {deny | 
replace}

インターフェイスが IGMP レポートを受信して、最大数のエント
リが転送テーブルにある場合に、インターフェイスが実行するア

クションを指定します。

• deny ― レポートを廃棄します。

• replace ― IGMP レポートを受信した新しいグループで、既
存グループを置き換えます。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show running-config interface interface-id 設定を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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IGMP フィルタリングおよび IGMP スロットリング設定の表示
IGMP プロファイルの特性を表示できます。また、スイッチのすべてのインターフェイスまたは指
定したインターフェイスの IGMP プロファイルと最大グループ数設定を表示できます。また、ス
イッチ上のすべてのインターフェイスおよび特定のインターフェイスの IGMP スロットリング設
定を表示することもできます。

IGMP フィルタリングおよびスロットリングの設定を表示するには、表 24-8に記載されたイネーブ
ル EXEC コマンドを使用します。

表 24-8 IGMP フィルタリングおよびスロットリング設定表示用のコマンド

コマンド 説明

show ip igmp profile [profile number] 指定されている IGMP プロファイル、またはスイッチ上で定義されてい
るすべての IGMP プロファイルを表示します。

show running-config [interface interface-id] 指定されたインターフェイスまたはスイッチ上のすべてのインターフェ

イスの設定を表示します。インターフェイスが加入できる IGMP グルー
プの最大数（設定されている場合）やインターフェイスに適用されてい

る IGMP プロファイルなどがこれに含まれます。
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25

ポートベースのトラフィック制御の設
定

この章では、Catalyst 3750 スイッチにポートベースのトラフィック制御機能を設定する方法につい
て説明します。特に明記しないかぎり、スイッチという用語はスタンドアロン スイッチおよびス
イッチ スタックを意味します。

（注） この章で使用されるコマンドの構文および使用方法の詳細については、このリリースのコマンド リ
ファレンスを参照してください。

この章で説明する内容は、次のとおりです。

• ストーム制御の設定（p.25-2）

• 保護ポートの設定（p.25-7）

• ポート ブロッキングの設定（p.25-8）

• ポート セキュリティの設定（p.25-10）

• ポートベースのトラフィック制御設定の表示（p.25-21）
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ストーム制御の設定

ここでは、次の概要および設定について説明します。

• ストーム制御の概要（p.25-2）

• ストーム制御のデフォルト設定（p.25-3）

• ストーム制御およびスレッシュホールド レベルの設定（p.25-4）

ストーム制御の概要

ストーム制御は、LAN 上のトラフィックが、いずれかの物理インターフェイスのブロードキャス
ト、マルチキャスト、またはユニキャストのストームによって混乱しないようにします。LAN ス
トームは、パケットが LAN にフラッディングした場合に発生するもので、過剰なトラフィックが
生み出され、ネットワーク パフォーマンスが低下します。プロトコルスタック実装のエラー、ネッ
トワーク設定の誤り、DoS 攻撃をするユーザは、ストームの原因となることがあります。

ストーム制御（トラフィック抑制）は、インターフェイスからスイッチング バスへ流れるパケット
をモニタし、そのパケットがユニキャスト、マルチキャスト、ブロードキャストのいずれであるか

を判別します。スイッチは 1 秒のタイム インターバル内で受信した指定されたタイプのパケット数
をカウントして、事前定義されている抑制レベルのスレッシュホールドとその測定値を比較しま

す。

ストーム制御では、トラフィック アクティビティの測定に次のいずれかの方式を使用します。

• ブロードキャスト、マルチキャスト、またはユニキャスト トラフィックで使用できるポートの
使用可能な帯域幅の合計に対する割合で表される帯域幅

• ブロードキャスト、マルチキャスト、またはユニキャスト パケットを受信する際のパケット /
秒で表されるトラフィック レート（Cisco IOS Release 12.2(25)SE 以降）

• ブロードキャスト、マルチキャスト、またはユニキャスト パケットを受信する際のビット /秒
で表されるトラフィック レート（Cisco IOS Release 12.2(25)SE 以降）

上限スレッシュホールドに達すると、ポートが各方式を使用してトラフィックをブロックします。

トラフィック レートが下限スレッシュホールド（指定されている場合）を下回るまでポートはブ
ロックされたままとなり、その後、通常の転送を開始します。下限スレッシュホールド レベルが指
定されていない場合、トラフィック レートが上限スレッシュホールド レベルを下回るまで、スイッ
チはすべてのトラフィックをブロックします。通常、レベルが上がるほどブロードキャスト ストー
ムに対する保護効率は下がります。

（注） マルチキャスト トラフィックのストーム制御スレッシュホールドに達すると、Bridge Protocol Data
Unit（BPDU; ブリッジ プロトコル データ ユニット）や Cisco Discovery Protocol（CDP）フレームな
どの制御トラフィックを除いて、すべてのマルチキャスト トラフィックがブロックされます。た
だし、スイッチでは Open Shortest Path First（OSPF）などのルーティング アップデートと、正規の
マルチキャスト データ トラフィックは区別されないため、両方のトラフィック タイプがブロック
されます。
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図25-1のグラフは、一定時間におけるインターフェイス上のブロードキャスト トラフィック パター
ンを示しています。この例は、マルチキャストおよびユニキャスト トラフィックにも適用できま
す。この例では、転送されているブロードキャスト トラフィックが、タイム インターバル T1 ～ T2
間および T4 ～ T5 間で設定されたスレッシュホールドを上回っています。特定のトラフィックの量
がスレッシュホールドを上回ると、そのタイプのすべてのトラフィックは次の一定時間にわたり、

廃棄されます。したがって、ブロードキャスト トラフィックは T2 および T5 のあとのインターバ
ルではブロックされています。次のタイム インターバル（たとえば T3）では、ブロードキャスト
トラフィックがスレッシュホールドを上回らなければ、再度転送されます。

図 25-1 ブロードキャスト ストーム制御の例

ストーム制御抑制レベルと 1 秒のタイム インターバルの組み合わせにより、ストーム制御アルゴリ
ズムの動作が制御されます。スレッシュホールドが高いほど、通過できるパケットが多くなります。

スレッシュホールドの値が 100% であれば、トラフィックに対する制限はありません。値が 0.0 で
あれば、ポートのブロードキャスト、マルチキャスト、またはユニキャスト トラフィックがすべて
ブロックされます。

（注） パケットは均一の間隔で着信するわけではないため、トラフィック アクティビティを測定する 1 秒
のタイム インターバルを設けることによって、ストーム制御の動作に影響を与える可能性があり
ます。

各トラフィック タイプのスレッシュホールドの値を設定するには、storm-control インターフェイ
ス コンフィギュレーション コマンドを使用します。

ストーム制御のデフォルト設定

デフォルトでは、スイッチ インターフェイスでユニキャスト、ブロードキャスト、およびマルチ
キャスト ストーム制御はディセーブルです（抑制レベルは 100% です）。

0 T1 T2 T4 T5 46
65

1

T3
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ストーム制御およびスレッシュホールド レベルの設定
ポートにストーム制御を設定して、特定のトラフィック タイプで使用するスレッシュホールド レ
ベルを入力します。

ただし、ハードウェアの制約や、さまざまなサイズのパケットがカウントされる動作のため、ス

レッシュホールドの割合には誤差が生じます。着信トラフィックを構成するパケットのサイズに

よっては、実際に強制されるスレッシュホールドは、数パーセント程度、設定されたレベルと異な

る場合があります。

（注） ストーム制御がサポートされるのは物理インターフェイスに限られます。EtherChannel ポート チャ
ネル、またはポート チャネルのメンバーの物理インターフェイスでは、CLI（コマンドライン イン
ターフェイス）でコマンドが利用できても、サポートはされません。ストーム制御が設定されてい

る物理インターフェイスが EtherChannel に参加する場合、物理インターフェイスのストーム制御コ
ンフィギュレーションは実行コンフィギュレーションから削除されます。

ストーム制御およびスレッシュホールド レベルを設定するには、イネーブル EXEC モードで次の
手順を実行します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id 設定するインターフェイスを指定し、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。
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ステップ 3 storm-control {broadcast | multicast | 
unicast} level {level [level-low] | bps bps 
[bps-low] | pps pps [pps-low]}

ブロードキャスト、マルチキャスト、またはユニキャスト ストー
ム制御を設定します。デフォルトでは、ストーム制御はディセー

ブルです。

キーワードの意味は次のとおりです。

• levelには、帯域幅割合（小数点以下 2 桁まで）で表すブロー
ドキャスト、マルチキャスト、およびユニキャスト トラ
フィックの上限スレッシュホールド レベルを指定します。上
限スレッシュホールドに達すると、ポートがトラフィックを

ブロックします。指定できる範囲は 0.00 ～ 100.00 です。

• （任意）level-lowには、帯域幅割合（小数点以下 2 桁まで）で
表す下限スレッシュホールド レベルを指定します。この値
は、上限スレッシュホールド値以下である必要があります。

トラフィックがこのレベルを下回ると、ポートにより転送さ

れます。下限スレッシュホールド レベルを設定しない場合
は、上限スレッシュホールド レベルに設定されます。指定
できる範囲は 0.00 ～ 100.00 です。

スレッシュホールドを最大値（100%）に設定した場合、ト
ラフィックに制限はありません。スレッシュホールドを 0.0
に設定した場合、このポート上のすべてのブロードキャス

ト、マルチキャスト、およびユニキャスト トラフィックが
ブロックされます。

• bps bps には、ブロードキャスト、マルチキャスト、または
ユニキャスト トラフィックの上限スレッシュホールド レベ
ルをビット / 秒で指定します（小数点以下 1 桁まで）。上限
スレッシュホールドに達すると、ポートがトラフィックをブ

ロックします。指定できる範囲は 0.0 ～ 10000000000.0 です。

• （任意）bps-lowには、下限スレッシュホールド レベルをビッ
ト /秒で指定します（小数点以下 1 桁まで）。この値には、上
限スレッシュホールド レベル以下の値を指定します。トラ
フィックがこのレベルを下回ると、ポートにより転送されま

す。指定できる範囲は 0.0 ～ 10000000000.0 です。

• pps pps には、ブロードキャスト、マルチキャスト、または
ユニキャスト トラフィックの上限スレッシュホールド レベ
ルをパケット / 秒で指定します（小数点以下 1 桁まで）。上
限スレッシュホールドに達すると、ポートがトラフィックを

ブロックします。指定できる範囲は 0.0 ～ 10000000000.0 で
す。

• （任意）pps-low には、下限スレッシュホールド レベルをパ
ケット / 秒で指定します（小数点以下 1 桁まで）。この値に
は、上限スレッシュホールド レベル以下の値を指定します。
トラフィックがこのレベルを下回ると、ポートにより転送さ

れます。指定できる範囲は 0.0 ～ 10000000000.0 です。

BPS および PPS 設定では、数の大きなスレッシュホールドを指
定する際に、k、m、および g などのメトリック サフィックスを
使用できます。

コマンド 説明
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ストーム制御をディセーブルにするには、no storm-control {broadcast | multicast | unicast} level イ
ンターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。

次に、87% の上限抑制レベルと 65% の下限抑制レベルを使用してポート上でユニキャスト ストー
ム制御をイネーブルにする例を示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# storm-control unicast level 87 65

次の例は、ポートのブロードキャスト アドレス ストーム制御を 20 パーセントのレベルでイネーブ
ルにする方法を示しています。ブロードキャスト トラフィックが、トラフィック ストーム制御イ
ンターバルでポートの使用可能帯域幅全体の 20 パーセントという設定レベルを超えると、トラ
フィック ストーム制御インターバルが終了するまでスイッチはすべてのブロードキャスト トラ
フィックを廃棄します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# storm-control broadcast level 20

ステップ 4  storm-control action {shutdown | trap} ストームが検出された場合の対処方法を指定します。デフォルト

では、トラフィックをフィルタリングして排除し、トラップを送

信しません。

• shutdownキーワードを選択して、ストーム中のポートを 
errdisable にします。

• trap キーワードを選択して、ストームが検出された場合に

SNMP（簡易ネットワーク管理プロトコル）トラップを生成
します。

ステップ 5 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 show storm-control [interface-id] 
[broadcast | multicast | unicast]

指定したトラフィック タイプについてインターフェイスに設定
したストーム制御レベルを確認します。トラフィック タイプを
入力しなかった場合は、ブロードキャスト ストーム制御設定が
表示されます。

ステップ 7 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明
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保護ポートの設定

一部のアプリケーションでは、同一スイッチ上のポート間でトラフィックがレイヤ 2 で転送されな
いようにすることにより、あるネイバによって生成されたトラフィックを別のネイバが認識しない

ようにする必要があります。このような環境では、保護ポートを使用すれば、スイッチ上のポート

間でユニキャスト、ブロードキャスト、またはマルチキャスト トラフィックの交換は行われません。

保護ポートには次のような機能があります。

• 保護ポートは、他の保護ポートにいかなるトラフィック（ユニキャスト、マルチキャスト、ま

たはブロードキャスト）も転送しません。レイヤ 2 では、保護ポート間でデータ トラフィック
を転送できません。これらのパケットが CPU によって処理されソフトウェアで転送されるた
め、PIM パケットなどの制御トラフィックのみが転送されます。保護ポート間を流れるすべて
のトラフィックは、レイヤ 3 デバイスを経由して転送する必要があります。

• 保護ポートと非保護ポート間の転送動作は、通常どおり行われます。

スイッチ スタックは単一の論理スイッチを表すため、スイッチ スタック内の保護ポート間では、こ
れらのポートがスタック内の同じスイッチ上にあるか、異なるスイッチ上にあるかに関係なく、レ

イヤ 2 トラフィックは転送されません。

ここでは、次の設定について説明します。

• 保護ポートのデフォルト設定（p.25-7）

• 保護ポートの設定時の注意事項（p.25-7）

• 保護ポートの設定（p.25-7）

保護ポートのデフォルト設定

デフォルトでは、保護ポートは定義されていません。

保護ポートの設定時の注意事項

保護ポートは、物理インターフェイス（ギガビット イーサネット ポート 1 など）または EtherChannel
グループ（ポート チャネル 5 など）のいずれにも設定できます。特定のポート チャネルについて
保護ポートをイネーブルにすると、ポート チャネル グループ内の全ポートで保護ポートがイネー
ブルになります。

保護ポートとして、プライベート VLAN を設定しないでください。プライベート VLAN として、保
護ポートを設定しないでください。プライベート VLAN 隔離ポートは、トラフィックを他の隔離
ポートまたはコミュニティ ポートに転送しません。プライベート VLAN の詳細については、第 16
章「プライベート VLAN の設定」を参照してください。

保護ポートの設定

ポートを保護ポートとして定義するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id 設定するインターフェイスを指定し、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。

ステップ 3 switchport protected インターフェイスを保護ポートとして設定します。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。
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保護ポートをディセーブルにするには、no switchport protectedインターフェイス コンフィギュレー
ション コマンドを使用します。

次の例は、ポートを保護ポートとして設定する方法を示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# switchport protected
Switch(config-if)# end

ポート ブロッキングの設定
デフォルトでは、宛先 MAC（メディア アクセス制御）アドレスが不明のパケットは、すべてのポー
トからフラッディングされます。不明のユニキャストおよびマルチキャスト トラフィックが保護
ポートに転送されると、セキュリティ上の問題が発生することがあります。不明のユニキャストま

たはマルチキャスト トラフィックがポート間で転送されないようにするため、不明のユニキャスト
またはマルチキャスト パケットが他のポートにフラッディングされないようにポート（保護ポート
または非保護ポート）をブロックできます。

ここでは、次の設定について説明します。

• ポート ブロッキングのデフォルト設定（p.25-8）

• インターフェイスでのフラッディング トラフィックのブロック（p.25-8）

ポート ブロッキングのデフォルト設定
デフォルトでは、ポートから送信される不明のマルチキャストおよびユニキャスト トラフィックの
フラッディングはブロックされません。これらのトラフィックは、すべてのポートにフラッディン

グされます。

インターフェイスでのフラッディング トラフィックのブロック

（注） インターフェイスは物理インターフェイスまたは EtherChannel グループに設定できます。特定の
ポート チャネルのマルチキャストまたはユニキャスト トラフィックをブロックすると、ポート
チャネル グループのすべてのポートでブロックされます。

インターフェイスから送信されるマルチキャストおよびユニキャスト パケットのフラッディング
をディセーブルにするには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

ステップ 5 show interfaces interface-id switchport 設定を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id 設定するインターフェイスを指定し、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。
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トラフィックがブロックされず、ポート上で標準転送が行われるデフォルト状態にインターフェイ

スを戻すには、no switchport block {multicast | unicast}インターフェイス コンフィギュレーション
コマンドを使用します。

次に、ポートでユニキャストおよびマルチキャスト フラッディングをブロックする例を示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# switchport block multicast
Switch(config-if)# switchport block unicast
Switch(config-if)# end

ステップ 3 switchport block multicast ポートからの不明マルチキャストの転送をブロックします。

ステップ 4 switchport block unicast ポートからの不明ユニキャストの転送をブロックします。

ステップ 5 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 show interfaces interface-id switchport 設定を確認します。

ステップ 7 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明
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ポート セキュリティの設定
ポート セキュリティ機能を使用すると、ポートへのアクセスが許可されたステーションの MAC ア
ドレスを制限および識別して、インターフェイスへの入力を制限できます。セキュア ポートにセ
キュア MAC アドレスを割り当てると、ポートは、定義されたアドレス グループ以外の送信元アド
レスを持つパケットを転送しません。セキュア MAC アドレスを 1 つに制限し、1 つだけ割り当て
ると、そのポートに接続されたワークステーションでは、ポートの全帯域幅が保証されます。

セキュア ポートとして設定されたポートのセキュア MAC アドレスが最大数に達した場合に、ポー
トにアクセスしようとするステーションの MAC アドレスが、識別されたどのセキュア MAC アド
レスとも異なるときは、セキュリティ違反が発生します。また、あるセキュア ポートで設定または
学習されたセキュア MAC アドレスを持つステーションが別のセキュア ポートにアクセスしようと
すると、違反のフラグが立てられます。

ここでは、次の概要および設定について説明します。

• ポート セキュリティの概要（p.25-10）

• ポート セキュリティのデフォルト設定（p.25-12）

• ポート セキュリティ設定時の注意事項（p.25-12）

• ポート セキュリティのイネーブル化と設定（p.25-14）

• ポート セキュリティ エージングのイネーブル化と設定（p.25-19）

• ポート セキュリティおよびスイッチ スタック（p.25-20）

ポート セキュリティの概要
ここでは、次の概要について説明します。

• セキュア MAC アドレス（p.25-10）

• セキュリティ違反（p.25-11）

セキュア MAC アドレス

1 つのポートで許可されるセキュア アドレスの最大数を設定するには、switchport port-security
maximum valueインターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。

（注） インターフェイスにすでに設定されているセキュア アドレス数よりも小さい値を最大値に設定し
ようとすると、コマンドは拒否されます。

スイッチは、次のタイプのセキュア MAC アドレスをサポートします。

• スタティック セキュア MAC アドレス ― switchport port-security mac-address mac-addressイン
ターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用して手動で設定されます。これらはア
ドレス テーブルに格納され、スイッチの実行コンフィギュレーションに追加されます。

• ダイナミック セキュア MAC アドレス ― 動的に設定されます。これらはアドレス テーブルに
のみ格納され、スイッチが再起動するときに削除されます。

• 固定 セキュア MAC アドレス ― 動的に学習されるか、または手動で設定されます。これらは
アドレス テーブルに格納され、実行コンフィギュレーションに追加されます。これらのアドレ
スがコンフィギュレーション ファイルに保存されている場合は、スイッチを再起動するとき
に、インターフェイスがアドレスを動的に再設定する必要はありません。
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固定学習 をイネーブルにすると、ダイナミック MAC アドレスを固定セキュア MAC アドレスに変
換し、それらを実行コンフィギュレーションに追加するように、インターフェイスを設定できます。

固定学習をイネーブルにするには、switchport port-security mac-address stickyインターフェイス コ
ンフィギュレーション コマンドを入力します。このコマンドを入力すると、インターフェイスはす
べてのダイナミック セキュア MAC アドレス（固定学習がイネーブルになる前に動的に学習された
アドレスを含む）を、固定セキュア MAC アドレスに変換します。すべての固定セキュア MAC ア
ドレスが、実行コンフィギュレーションに追加されます。

固定セキュア MAC アドレスは、コンフィギュレーション ファイル（スイッチの再起動時に使用さ
れるスタートアップ コンフィギュレーション）に、自動的には格納されません。コンフィギュレー
ション ファイルに固定セキュア MAC アドレスが保存されている場合は、スイッチを再起動すると
きに、インターフェイスはこれらのアドレスを再学習する必要がありません。固定セキュア アドレ
スは、保存しないと失われます。

固定学習がディセーブルの場合、固定セキュア MAC アドレスはダイナミック セキュア アドレスに
変換されて、実行コンフィギュレーションから削除されます。

スイッチ スタックに設定できるセキュア MAC アドレスの最大数は、システムで許可されている
MAC アドレスの最大数によって決まります。この値は、アクティブな Switch Database Management
（SDM）テンプレートによって設定されます。第 8 章「SDM テンプレートの設定」を参照してくだ
さい。この値は、使用可能な MAC アドレス（その他のレイヤ 2 機能やインターフェイスに設定さ
れたその他のセキュア MAC アドレスで使用される MAC アドレスを含む）の総数です。

セキュリティ違反

セキュリティ違反とは、次のいずれかの状況が発生したときです。

• セキュア MAC アドレスが最大数までアドレス テーブルに追加され、アドレス テーブルにない
MAC アドレスを持つステーションが、インターフェイスにアクセスしようとした場合 

• あるセキュア インターフェイスで学習または設定されたアドレスが、同一 VLAN（仮想 LAN）
内の別のセキュア インターフェイスで認識された場合

違反発生時の対処方法に関して、次の 3 つの違反モードのいずれかにインターフェイスを設定でき
ます。

• protect ― セキュア MAC アドレスの数がポートに許容された最大限度に達した場合、十分な数
のセキュア MAC アドレスを削除して最大限度以下にするか、またはアドレスの最大許容数を
増やすまで、不明の送信元アドレスを持つパケットは廃棄されます。セキュリティ違反が起

こっても、ユーザには通知されません。

（注） トランク ポートには protect 違反モードを設定しないでください。保護モードを使用す
ると、ポートが最大限度に達していない場合でも、VLAN が最大限度に達したときに、
学習がディセーブルになります。

• restrict ― セキュア MAC アドレスの数がポートに許容された最大限度に達した場合、十分な数
のセキュア MAC アドレスを削除して最大限度以下にするか、またはアドレスの最大許容数を
増やすまで、不明の送信元アドレスを持つパケットは廃棄されます。このモードでは、セキュ

リティ違反が起こった場合、ユーザに通知されます。SNMP トラップが送信され、Syslog メッ
セージが記録されて、違反カウンタが増加します。
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• shutdown ― ポート セキュリティ違反が発生すると、インターフェイスは errdisable ステートに
なって、ただちにシャットダウンし、ポート LED が消灯します。SNMP トラップが送信され、
Syslog メッセージが記録されて、違反カウンタが増加します。セキュア ポートが errdisable ス
テートになった場合は、errdisable recovery cause psecure-violationグローバル コンフィギュレー
ション コマンドを入力してこのステートを変更できます。また、shutdownおよび no shut down
インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを入力することにより、ポートを手動で
イネーブルに戻すこともできます。デフォルトはこのモードに設定されています。

表 25-1 に、違反モード、およびポート セキュリティのインターフェイスを設定した場合の動作を
示します。

ポート セキュリティのデフォルト設定
表 25-2に、インターフェイスに対するポート セキュリティのデフォルト設定を示します。

ポート セキュリティ設定時の注意事項
ポート セキュリティの設定時は、次の注意事項に従ってください。

• ポート セキュリティを設定できるのは、スタティック アクセス ポートまたはトランク ポート
に限られます。セキュア ポートはダイナミック アクセス ポートにできません。

• セキュア ポートは、Switched Port Analyzer（SPAN; スイッチド ポート アナライザ）の宛先ポー
トにできません。

• セキュア ポートは、Fast EtherChannelや Gigabit EtherChannel ポート グループに属すことができ
ません。

（注） 音声 VLAN がサポートされるのは、アクセス ポートのみです。設定で許可されている
場合でも、トランク ポートではサポートされません。

表 25-1 セキュリティ違反モードの動作

違反モード
トラフィックの
転送1

1. 送信元アドレスが不明なパケットは、十分な数のセキュア MAC アドレスが削除されるまで、廃棄されます。

SNMP トラップ
の送信

Syslog メッ
セージの送信

エラー メッセー
ジの表示2

2. 手動で設定したアドレスがセキュリティ違反の原因となる場合には、スイッチによりエラー メッセージが返されます。

違反カウンタの
増加

ポートのシャッ
トダウン

protect なし なし なし なし なし なし

restrict なし あり あり なし あり なし

shutdown なし あり あり なし あり あり

表 25-2 ポート セキュリティのデフォルト設定 

機能 デフォルト設定

ポート セキュリティ ポートでディセーブル

固定アドレス学習 ディセーブル

ポート単位のセキュア MAC アドレスの最大数 1

違反モード shutdown。セキュア MAC アドレスの最大数を超
過すると、ポートはシャットダウンします。

ポート セキュリティのエージング ディセーブル。エージング タイムは 0 です。

スタティック エージングはディセーブルです。

タイプは absolute です。
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• セキュア ポートはプライベート VLAN ポートにはできません。

• インターフェイス上でポート セキュリティをイネーブルにし、さらに音声 VLAN を使用する
ようにも設定する場合は、ポートで許可されるセキュア アドレスの最大数を、アクセス VLAN
で許可されているセキュア アドレスの最大数に 2 を加えた値に設定する必要があります。ポー
トが Cisco IP Phone に接続されている場合は、IP Phone に MAC アドレスが最大で 2 つ必要で
す。IP Phone アドレスは音声 VLAN 上で学習されますが、アクセス VLAN 上で学習される場合
もあります。PC を IP Phone に接続するには、さらに MAC アドレスが必要になります。

• インターフェイスのセキュア アドレスの最大値として入力した値が古い値よりも大きい場合
は、新しい値が古い設定値を上書きします。新しい値が古い値よりも小さく、インターフェイ

スに設定されたセキュア アドレス数が新しい値を超えている場合、コマンドは拒否されます。

• スイッチでは、固定セキュア MAC アドレスのポート セキュリティ エージングをサポートしま
せん。

表 25-3に、ポート セキュリティと他のポートベース機能との互換性について示します。

表 25-3 ポートセキュリティと他の機能との互換性

ポート タイプまたはポート上の機能 ポート セキュリティとの互換性

DTP1ポート2

1. DTP = Dynamic Trunking Protocol
2. switchport mode dynamicインターフェイス コンフィギュレーション コマンドで設定されたポート

なし

トランク ポート あり

ダイナミックアクセス ポート3

3. switchport access vlan dynamicインターフェイス コンフィギュレーション コマンドで設定された VLAN Query 
Protocol（VQP）

なし

ルーテッド ポート なし

SPAN 送信元ポート あり

SPAN 宛先ポート なし

EtherChannel なし

トンネル ポート あり

保護ポート あり

IEEE 802.1x ポート あり

音声 VLAN ポート4

4. ポートで許可されるセキュア アドレスの最大数を、アクセス VLAN で許可されているセキュア アドレスの最大
数に 2 を加えた値に設定する必要があります。

あり

プライベート VLAN ポート なし

IP ソース ガード あり

ダイナミック Address Resolution Protocol（ARP）検査 あり

Flex Link あり
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ポート セキュリティのイネーブル化と設定
ポートへのアクセスが許可されたステーションの MAC アドレスを制限および識別する方法でイン
ターフェイスへの入力を制限するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id 設定するインターフェイスを指定し、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。

ステップ 3 switchport mode {access | trunk} インターフェイス スイッチポート モードを access または trunk に設
定します。デフォルト モード（dynamic auto）のインターフェイス
は、セキュア ポートとして設定できません。

ステップ 4 switchport voice vlan vlan-id 音声 VLAN をポートでイネーブルにします。

vlan-id ― 音声トラフィック用に使用する VLAN を指定します。

ステップ 5 switchport port-security インターフェイスでポート セキュリティをイネーブルにします。

ステップ 6 switchport port-security [maximum 
value [vlan {vlan-list | {access | 
voice}}]]

（任意）インターフェイスについてセキュア MAC アドレスの最大数
を設定します。スイッチ スタックに設定できるセキュア MAC アド
レスの最大数は、システムで許可されている MAC アドレスの最大
数によって決まります。この値は、アクティブな SDM テンプレー
トによって設定されます。第 8 章「スイッチ SDM テンプレートの
設定」 を参照してください。この値は、使用可能な MAC アドレス
（他のレイヤ 2 機能やインターフェイスに設定された他のセキュア

MAC アドレスで使用される MAC アドレスを含む）の総数です。

（任意）vlan ― VLAN 単位の最大値を設定します。

vlanキーワードの入力後、次のうちいずれかのオプションを入力し
ます。

• vlan-list ― VLAN 範囲（ハイフンで区切る）または一連の VLAN
（カンマで区切る）により、VLAN 単位の最大値をトランク ポー
トで設定できます。指定されない VLAN については、VLAN 単
位の最大値が使用されます。

• access ― アクセス ポートにおいて、アクセス VLAN として
VLAN を指定します。

• voice ― アクセス ポートにおいて、音声 VLAN として VLAN を
指定します。

（注） 音声 VLAN をポートで設定しており、そのポートがアクセ
ス VLAN でない場合にのみ、voiceキーワードを使用できま
す。
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ステップ 7 switchport port-security violation 
{protect | restrict | shutdown}

（任意）違反モード（セキュリティ違反検出時の対処方法）を次のい

ずれかで設定します。

• protect ― セキュア MAC アドレスの数がポートの最大許容値に
達した場合、十分な数のセキュア MAC アドレスを削除して最
大限度以下にするか、または使用可能な最大アドレス数を増加

させるまで、不明の送信元アドレスを持つパケットは廃棄され

ます。セキュリティ違反が起こっても、ユーザには通知されま

せん。

（注） トランク ポートには protect モードを設定しないでくださ
い。保護モードを使用すると、ポートが最大限度に達してい
ない場合でも、VLAN が最大限度に達したときに、学習が
ディセーブルになります。

• restrict ― セキュア MAC アドレスの数がポートの許容限度に達
した場合、十分な数のセキュア MAC アドレスを削除するか、ま
たはアドレスの最大許容数を増加させるまで、不明の送信元ア

ドレスを持つパケットは廃棄されます。SNMP トラップが送信
され、Syslog メッセージが記録されて、違反カウンタが増加し
ます。

• shutdown ― セキュリティ違反が発生すると、インターフェイス
が errdisable ステートになり、ポート LED が消灯します。SNMP
トラップが送信され、Syslog メッセージが記録されて、違反カ
ウンタが増加します。

（注） セキュア ポートが errdisable ステートになった場合は、
errdisable recovery cause psecure-violation グローバル コン
フィギュレーション コマンドを使用することにより、ス
テートを変更できます。また、shutdownおよび no shut down
インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを入力
することにより、手動でポートをイネーブルに戻すこともで
きます。

コマンド 説明
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ステップ 8 switchport port-security [mac-address 
mac-address [vlan {vlan-id | {access | 
voice}}]

（任意）インターフェイスのセキュア MAC アドレスを入力します。
このコマンドを使用してセキュア MAC アドレスの最大数を入力で
きます。最大数より少ないセキュア MAC アドレス数を設定すると、
残りの MAC アドレスは動的に学習されます。

（注） このコマンドを入力したあとに固定学習をイネーブルにす
ると、動的に学習されたセキュア アドレスが固定セキュア
MAC アドレスに変換されて、実行コンフィギュレーション
に追加されます。

（任意）vlan ― VLAN 単位の最大値を設定します。

vlanキーワードの入力後、次のうちいずれかのオプションを入力し
ます。

• vlan-id ― トランク ポートでは、VLAN ID および MAC アドレス
を指定できます。VLAN ID を指定しないと、ネイティブ VLAN
が使用されます。

• access ― アクセス ポートにおいて、アクセス VLAN として
VLAN を指定します。

• voice ― アクセス ポートにおいて、音声 VLAN として VLAN を
指定します。

（注） 音声 VLAN をポートで設定しており、そのポートがアクセ
ス VLAN でない場合にのみ、voiceキーワードを使用できま
す。

ステップ 9 switchport port-security mac-address 
sticky

（任意）インターフェイスで固定学習をイネーブルにします。

コマンド 説明
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インターフェイスをデフォルトの非セキュア ポートに戻すには、no switchport port-security イン
ターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。固定学習がイネーブルの場合にこ
のコマンドを入力すると、固定学習アドレスは実行コンフィギュレーション内に残りますが、アド

レス テーブルからは削除されます。ここで、すべてのアドレスが動的に学習されます。

インターフェイスのセキュア MAC アドレス数をデフォルトに戻すには、no switchport port-security
maximum value インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。違反モードを
デフォルトの shutdown モードに戻すには、no switchport port-security violation {protocol | restrict}
インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。

インターフェイス上で固定学習をディセーブルにするには、no switchport port-security mac-address
stickyインターフェイス コンフィギュレーション コマンドを実行します。インターフェイスは固定
セキュア MAC アドレスをダイナミック セキュア アドレスに変換します。ただし、固定 MAC アド
レスを含む設定がすでに保存されている場合は、no switchport port-security mac-address stickyコマ
ンドを入力したあとに再び設定を保存する必要があります。保存しない場合スイッチを再起動する

と固定アドレスが復元されます。

ステップ 10 switchport port-security mac-address 
sticky [mac-address | vlan {vlan-id | 
{access | voice}}]

（任意）固定セキュア MAC アドレスを入力します。必要に応じて、
このコマンドを繰り返し入力します。設定したセキュア MAC アド
レス数が最大値より小さい場合、残りの MAC アドレスは動的に学
習され、固定セキュア MAC アドレスに変換され、実行コンフィギュ
レーションに追加されます。

（注） このコマンドを入力する前に固定学習をイネーブルにして
おかないと、エラー メッセージが表示され、固定セキュア
MAC アドレスを入力できません。

（任意）vlan ― VLAN 単位の最大値を設定します。

vlanキーワードの入力後、次のうちいずれかのオプションを入力し
ます。

• vlan-id ― トランク ポートでは、VLAN ID および MAC アドレス
を指定できます。VLAN ID を指定しないと、ネイティブ VLAN
が使用されます。

• access ― アクセス ポートにおいて、アクセス VLAN として
VLAN を指定します。

• voice ― アクセス ポートにおいて、音声 VLAN として VLAN を
指定します。

（注） 音声 VLAN をポートで設定しており、そのポートがアクセ
ス VLAN でない場合にのみ、voiceキーワードを使用できま
す。

ステップ 11 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 12 show port-security 設定を確認します。

ステップ 13 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明
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MAC アドレス テーブルからセキュアなアドレスをすべて削除したり、スイッチまたはインター
フェイス上の特定のタイプ（設定済み、ダイナミック、または固定）のセキュア アドレスをすべて
削除したりするには、clear port-security {all | configured | dynamic | sticky}イネーブル EXEC コマ
ンドを使用します。

アドレス テーブルから特定のセキュア MAC アドレスを削除するには、no switchport port-security
mac-address mac-address インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。アド
レス テーブルから特定のインターフェイス上のすべてのダイナミック セキュア アドレスを削除す
るには、no switchport port-securityインターフェイス コンフィギュレーション コマンドのあとに、
switchport port-securityコマンドを入力して、インターフェイスのポート セキュリティをイネーブ
ルに戻します。no switchport port-security mac-address stickyインターフェイス コンフィギュレー
ション コマンドを使用して、固定セキュア MAC アドレスをダイナミック セキュア MAC アドレス
に変換してから、no switchport port-securityコマンドを入力すると、手動で設定されたセキュア ア
ドレスを除き、インターフェイス上のすべてのセキュア アドレスが削除されます。

no switchport port-security mac-address mac-address インターフェイス コンフィギュレーション コ
マンドを使用して、アドレス テーブルから設定済みのセキュア MAC アドレスを削除する必要があ
ります。

次に、ポートでポート セキュリティをイネーブルにし、セキュア アドレスの最大数を 50 に設定す
る例を示します。違反モードはデフォルト設定、スタティック セキュア MAC アドレスは設定なし、
固定学習はイネーブルにします。

Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport port-security
Switch(config-if)# switchport port-security maximum 50
Switch(config-if)# switchport port-security mac-address sticky

次に、スタティック セキュア MAC アドレスをポートの VLAN 3 に設定する例を示します。

Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/2
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# switchport port-security
Switch(config-if)# switchport port-security mac-address 0000.02000.0004 vlan 3

次に、固定ポート セキュリティをポートでイネーブルにし、データ VLAN と音声 VLAN に MAC
アドレスを手動設定し、セキュア アドレスの最大総数を 20（データ VLAN に 10、音声 VLAN に
10）に設定する例を示しています。

Switch(config)# interface FastEthernet1/0/1
Switch(config-if)# switchport access vlan 21
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport voice vlan 22
Switch(config-if)# switchport port-security
Switch(config-if)# switchport port-security maximum 20
Switch(config-if)# switchport port-security violation restrict
Switch(config-if)# switchport port-security mac-address sticky
Switch(config-if)# switchport port-security mac-address sticky 0000.0000.0002
Switch(config-if)# switchport port-security mac-address 0000.0000.0003
Switch(config-if)# switchport port-security mac-address sticky 0000.0000.0001 vlan 
voice
Switch(config-if)# switchport port-security mac-address 0000.0000.0004 vlan voice
Switch(config-if)# switchport port-security maximum 10 vlan access
Switch(config-if)# switchport port-security maximum 10 vlan voice
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ポート セキュリティ エージングのイネーブル化と設定
ポート セキュリティ エージングを使用すると、ポート上の全セキュア アドレスにエージング タイ
ムを設定できます。ポートごとに 2 種類のエージングがサポートされています。

• absolute ― ポートのセキュア アドレスは、指定のエージング タイムの経過後、削除されます。

• inactivity ― ポートのセキュア アドレスが削除されるのは、指定したエージング タイムの間、
そのセキュア アドレスが非アクティブであった場合だけです。

この機能を使用すると、既存のセキュア MAC アドレスを手動で削除しなくても、セキュア ポート
でデバイスの削除や追加を実行でき、しかもポートのセキュア アドレスの数を制限できます。ま
た、セキュア アドレスのエージングをポート単位でイネーブルまたはディセーブルに設定できま
す。

ポート セキュリティのエージング タイムを設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を
実行します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id 設定するインターフェイスを指定し、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。

ステップ 3 switchport port-security aging {static | 
time time | type {absolute | inactivity}}

セキュア ポートのスタティック エージングをイネーブルまたは
ディセーブルにするか、またはエージング タイムやタイプを設
定します。

（注） スイッチでは、固定セキュア アドレスのポート セキュリ
ティ エージングをサポートしません。

このポートに、スタティックに設定されたセキュア アドレスの
エージングをイネーブルにする場合は、staticを入力します。

time には、このポートのエージング タイムを指定します。指定
できる範囲は 0 ～ 1440 分です。

typeには、次のキーワードのいずれかを 1 つ選択します。

• absolute ― エージング タイプを absolute に設定します。この
ポートのセキュア アドレスはすべて、指定した時間（分単
位）が経過すると期限切れになり、セキュア アドレス リス
トから削除されます。

• inactivity ― エージングのタイプを inactivity に設定します。
このポートのセキュア アドレスが期限切れになるのは、指
定した時間中にセキュア送信元アドレスからのデータ トラ
フィックを受信しなかった場合だけです。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show port-security [interface interface-id] 
[address]

設定を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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ポート上のすべてのセキュア アドレスに対してポート セキュリティ エージングをディセーブルに
するには、no switchport port-security aging timeインターフェイス コンフィギュレーション コマン
ドを使用します。スタティックに設定されたセキュア アドレスに対してだけエージングをディセー
ブルにするには、no switchport port-security aging staticインターフェイス コンフィギュレーション
コマンドを使用します。

次に、ポートのセキュア アドレスのエージング タイムを 2 時間に設定する例を示します。

Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1 
Switch(config-if)# switchport port-security aging time 120

次に、このインターフェイスに設定されたセキュア アドレスのエージングをイネーブルにし、エー
ジング タイプを inactivity に、エージング タイムを 2 分に設定する例を示します。

Switch(config-if)# switchport port-security aging time 2 
Switch(config-if)# switchport port-security aging type inactivity 
Switch(config-if)# switchport port-security aging static

設定したコマンドを確認するには、show port-security interface interface-idイネーブル EXEC コマン
ドを入力します。

ポート セキュリティおよびスイッチ スタック
スタックに新規に加入したスイッチは、設定済みのセキュア アドレスを取得します。他のスタック
メンバーから新しいスタック メンバーに、ダイナミック セキュア アドレスがすべてダウンロード
されます。

スイッチ（スタック マスターまたはスタック メンバーのいずれか）がスタックから脱退すると、残
りのスタック メンバーに通知されて、そのスイッチによって設定または学習されたセキュア MAC
アドレスがセキュア MAC アドレス テーブルから削除されます。スイッチ スタックの詳細について
は、第 5 章「スイッチ スタックの管理」を参照してください。
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ポートベースのトラフィック制御設定の表示

show interfaces interface-id switchportイネーブル EXEC コマンドを使用すると、（各種の特性ととも
に）インターフェイスのトラフィック抑制および制御の設定が表示されます。show storm-control
および show port-securityイネーブル EXEC コマンドを使用すると、それぞれストーム制御とポー
ト セキュリティ設定が表示されます。

トラフィック制御情報を表示するには、表 25-4 に示すイネーブル EXEC コマンドを 1 つまたは複
数使用します。

表 25-4 トラフィック制御のステータスおよび設定表示用のコマンド

コマンド 説明

show interfaces [interface-id] switchport すべてのスイッチング（非ルーティング）ポートまたは指定したポート

について、管理ステータスまたは動作ステータスを表示します（ポート

ブロッキング、ポート保護設定など）。

show storm-control [interface-id] [broadcast | 
multicast | unicast]

すべてのインターフェイスまたは指定したインターフェイスについて、

指定したトラフィック タイプ（指定されていない場合はブロードキャス
ト トラフィック）のストーム制御抑制レベルを表示します。

show port-security [interface interface-id] スイッチまたは指定したインターフェイスのポートのセキュリティ設定

を表示します。各インターフェイスのセキュア MAC アドレスの最大数、
インターフェイスのセキュア MAC アドレス数、発生したセキュリティ
違反数、違反モードなどが含まれます。

show port-security [interface interface-id] 
address 

すべてのスイッチ インターフェイスまたは指定したインターフェイス
について、設定されたすべてのセキュア MAC アドレスと、各アドレス
のエージング情報を表示します。

show port-security interface interface-id vlan 指定したインターフェイスについて、VLAN ごとに設定されたセキュア
MAC アドレス数を表示します。
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26

CDP の設定

この章では、Catalyst 3750スイッチに Cisco Discovery Protocol（CDP）を設定する方法について説明
します。特に明記しないかぎり、スイッチという用語はスタンドアロン スイッチおよびスイッチ
スタックを意味します。

（注） この章で使用されるコマンドの構文および使用方法の詳細については、このリリースのコマンド リ
ファレンス、および『Cisco IOS Configuration Fundamentals Command Reference』 Release 12.2 の「System
Management Commands」を参照してください。

この章で説明する内容は、次のとおりです。

• CDP の概要（p.26-2）

• CDP の設定（p.26-3）

• CDP の表示およびメンテナンス（p.26-6）
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CDP の概要
CDP は、すべてのシスコ製デバイス（ルータ、ブリッジ、アクセス サーバ、およびスイッチ）の
レイヤ 2（データリンク層）上で動作するデバイス ディスカバリ プロトコルです。これにより、
ネットワーク管理アプリケーションは、既知デバイスに近接しているシスコのデバイスを検出でき

ます。ネットワーク管理アプリケーションは、CDP によって、下位レイヤのトランスペアレント プ
ロトコルが稼働する近接デバイスのデバイス タイプおよび SNMP（簡易ネットワーク管理プロトコ
ル）エージェント アドレスを学習できます。この機能によって、アプリケーションから近接デバイ
スに SNMP クエリーを送信できます。

CDP は、Subnetwork Access Protocol（SNAP）をサポートしているすべてのメディアで稼働します。
CDP はデータリンク層でしか稼働しないので、異なるネットワーク レイヤ プロトコルをサポート
する 2 つのシステムは、互いを学習することができます。

CDP を設定した各デバイスは、マルチキャスト アドレスに対して定期的にメッセージを送信し、
SNMP メッセージを受信できるアドレスを 1 つまたは複数アドバタイズします。このアドバタイズ
には、受信デバイスで CDP 情報を廃棄せずに保持しておく時間を表す Time To Live（TTL）、つま
りホールドタイム情報も含まれます。各デバイスは、他のデバイスから送信されたメッセージのリ

スニングも行って近接デバイスについて学習します。

スイッチで CDP を使用することにより、Network Assistantは、ネットワークをグラフィカルに表示
できます。スイッチは、CDP を使用してクラスタ候補を検出し、クラスタ メンバー、およびコマ
ンド スイッチから最大で 3 台（デフォルト）離れたクラスタ対応の他のデバイスに関する情報を維
持します。

スイッチは CDP バージョン 2 をサポートします。

CDP およびスイッチ スタック
スイッチ スタックは、ネットワーク内で 1 つのスイッチとみなされます。したがって、CDP は個々
のスタック メンバーではなく、スイッチ スタックを検出します。スタック メンバーの追加または
削除などが行われて、スイッチ スタック メンバーシップが変更されると、スイッチ スタックは近
接ネットワーク デバイスに CDP メッセージを送信します。



第 26章      CDP の設定
CDP の設定

26-3
Catalyst 3750 スイッチ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

78-16180-06-J

CDP の設定
ここでは、次の設定について説明します。

• CDP のデフォルト設定（p.26-3）

• CDP 特性の設定（p.26-3）

• CDP のディセーブル化およびイネーブル化（p.26-4）

• インターフェイスでの CDP のディセーブル化およびイネーブル化（p.26-5）

CDP のデフォルト設定
表 26-1に、CDP のデフォルト設定を示します。

CDP 特性の設定
CDP のアップデート頻度、廃棄するまでに情報を保持する時間、およびバージョン 2 アドバタイズ
送信の有無を設定できます。

CDP タイマー、ホールドタイム、およびアドバタイズのタイプを設定するには、イネーブル EXEC
モードで次の手順を実行します。

（注） ステップ 2 ～ 4 はすべて任意なので、順序不同で実行できます。

表 26-1 CDP のデフォルト設定

機能 デフォルト設定

CDP グローバル ステート イネーブル

CDP インターフェイス ステート イネーブル

CDP タイマー（パケット アップデート頻度） 60 秒

CDP ホールドタイム（廃棄までの時間） 180 秒

CDP バージョン 2 アドバタイズ イネーブル

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 cdp timer seconds （任意）CDP アップデートの伝送頻度を秒単位で設定します。

指定できる範囲は 5 ～ 254 秒で、デフォルトは 60 秒です。

ステップ 3 cdp holdtime seconds （任意）このデバイスから送信された情報を受信デバイスが廃棄する

まで保持する時間を指定します。

指定できる範囲は 10 ～ 255 秒です。デフォルトは 180 秒です。

ステップ 4 cdp advertise-v2 （任意）バージョン 2 アドバタイズを送信するように CDP を設定し
ます。

これがデフォルト ステートです。

ステップ 5 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 show cdp 設定を確認します。

ステップ 7 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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デフォルト設定に戻す場合は、CDP コマンドの no形式を使用します。

次に、CDP 特性を設定する例を示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# cdp timer 50
Switch(config)# cdp holdtime 120
Switch(config)# cdp advertise-v2
Switch(config)# end

CDP の show コマンドの詳細については、「CDP の表示およびメンテナンス」（p.26-6）を参照して
ください。

CDP のディセーブル化およびイネーブル化
CDP はデフォルトでイネーブルに設定されています。

（注） スイッチ クラスタおよびその他のシスコ製デバイス（Cisco IP Phone など）は、定期的に CDP メッ
セージを交換します。CDP をディセーブルにすると、クラスタ ディスカバリが中断され、デバイ
スの接続が切断されることがあります。詳細については、第 6 章「スイッチのクラスタ設定」、お
よび Cisco.com から入手できる『Getting Started with Cisco Network Assistant』を参照してください。

CDP デバイス ディスカバリ機能をディセーブルにするには、イネーブル EXEC モードで次の手順
を実行します。

ディセーブル化されている CDP をイネーブルにするには、イネーブル EXEC モードで次の手順を
実行します。

次に、ディセーブル化されている CDP をイネーブルにする例を示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# cdp run
Switch(config)# end

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 no cdp run CDP をディセーブルにします。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 cdp run ディセーブル化されている CDP をイネーブルにします。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。
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インターフェイスでの CDP のディセーブル化およびイネーブル化
CDP 情報の送受信をサポートするすべてのインターフェイスでは、CDP はデフォルトでイネーブ
ルに設定されています。

ポートで CDP をディセーブルにするには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

ディセーブルになっているポートで CDP をイネーブルにするには、イネーブル EXEC モードで次
の手順を実行します。

次に、ポート上でディセーブル化されている CDP をイネーブルにする手順を示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# cdp enable
Switch(config-if)# end

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id CDP をディセーブルにするインターフェイスを指定し、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。

ステップ 3 no cdp enable インターフェイスの CDP をディセーブルにします。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id CDP をイネーブルにするインターフェイスを指定し、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。

ステップ 3 cdp enable ディセーブルになっているインターフェイスの CDP をイネーブ
ルにします。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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CDP の表示およびメンテナンス
ご使用のデバイスの CDP を表示およびメンテナンスするには、イネーブル EXEC モードで次の手
順を 1 つまたは複数実行します。

コマンド 説明

clear cdp counters トラフィックのカウンタをゼロにリセットします。

clear cdp table ネイバに関する CDP テーブルの情報を削除します。

show cdp 送信頻度、送信されたパケットのホールドタイムなどのグローバル情報

を表示します。

show cdp entry entry-name [protocol | version] 特定のネイバに関する情報を表示します。

アスタリスク（*）を入力してすべての CDP ネイバを表示することも、
情報が必要なネイバの名前を入力することもできます。

また、指定したネイバ上でイネーブルになっているプロトコルに関する

情報、またはデバイス上で動作するソフトウェアのバージョンに関する

情報のみを表示することもできます。

show cdp interface [interface-id] CDP がイネーブル化されているインターフェイスに関する情報を表示し
ます。

情報が必要なインターフェイスの表示を制限できます。

show cdp neighbors [interface-id] [detail] デバイスのタイプ、インターフェイスのタイプおよび番号、ホールドタ

イム設定、機能、プラットフォーム、ポート ID など、ネイバに関する情
報を表示します。

特定のインターフェイスでのネイバ情報のみを表示することも、より詳

細な情報を表示することもできます。

show cdp traffic CDP カウンタ（送受信されたパケット数、チェックサム エラーなど）を
表示します。
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27

UDLD の設定

この章では、Catalyst 3750スイッチに UniDirectional Link Detection（UDLD; 単一方向リンク検出）プ
ロトコルを設定する方法について説明します。特に明記しないかぎり、スイッチという用語はスタ

ンドアロン スイッチおよびスイッチ スタックを意味します。

（注） この章で使用されるコマンドの構文および使用方法の詳細については、このリリースのコマンド リ
ファレンスを参照してください。

この章で説明する内容は、次のとおりです。

• UDLD の概要（p.27-2）

• UDLD の設定（p.27-5）

• UDLD ステータスの表示（p.27-8）
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UDLD の概要
UDLD は、光ファイバまたはツイストペア イーサネット ケーブルで接続されたデバイスが、ケー
ブルの物理構成をモニタしたり、単一方向リンクの存在を検出することを可能にするレイヤ 2 プロ
トコルです。プロトコルが正常に単一方向リンクを識別してディセーブルにするためには、接続さ

れたすべてのデバイスが UDLD をサポートする必要があります。UDLD は、単一方向リンクを検出
すると、対象となるポートをディセーブルにして警告します。単一方向リンクは、スパニングツ

リー トポロジーのループなど、さまざまな問題を引き起こすことがあります。

動作モード

UDLD は、標準（デフォルト）モードおよびアグレッシブ モードの 2 種類の動作モードをサポート
します。標準モードでは、UDLD は光ファイバ接続で誤って接続されたポートによる単一方向リン
クを検出できます。アグレッシブ モードでも、UDLD は光ファイバおよびツイストペア リンクの
一方向のトラフィック、および光ファイバ リンクで誤って接続されたポートによる、単一方向リン
クを検出できます。

標準モードおよびアグレッシブ モードで、UDLD はレイヤ 1 メカニズムと連動して、リンクの物理
ステータスを学習します。レイヤ 1 では、物理的シグナリングおよび障害検出は、自動ネゴシエー
ションによって処理されます。UDLD は、ネイバのアイデンティティの検出、誤って接続された
ポートのシャットダウンなど、自動ネゴシエーションでは実行不可能な処理を実行します。自動ネ

ゴシエーションと UDLD の両方をイネーブルにすると、レイヤ 1 とレイヤ 2 の検出機能が連動し、
物理的および論理的な単一方向接続、および他のプロトコルの誤動作を防止します。

単一方向リンクが発生するのは、ローカル デバイスが送信したトラフィックをネイバが受信するの
に対して、ネイバから送信されたトラフィックをローカル デバイスが受信しない場合です。

標準モードの UDLD は、光ファイバ ポートのファイバ ストランドが誤接続され、レイヤ 1 メカニ
ズムがこの誤接続を検出できない場合に、単一方向リンクを検出します。ポートが適切に接続され

ていてもトラフィックが一方向の場合、この状態を検出するはずのレイヤ 1 メカニズムが検出を行
わないため、UDLD は単一方向リンクを検出しません。この場合、論理リンクは不明となり、UDLD
はポートをディセーブルにしません。

UDLD が標準モードのときに、1 組のファイバ ストランドの 1 つが切断され、自動ネゴシエーショ
ンがアクティブの場合、レイヤ 1 メカニズムがリンクの物理的問題を検出しなかったため、リンク
は維持されなくなります。この場合、UDLD はまったく処理を行わず、論理リンクは不明となりま
す。

アグレッシブ モードの UDLD は、以前の検出方法で単一方向リンクを検出します。また、2 つのデ
バイス間での障害が許されない、ポイントツーポイントリンク上での単一方向リンクも検出できま

す。また、次のいずれかの問題がある場合も単一方向リンクを検出できます。

• 光ファイバまたはツイストペア リンクで、ポートの 1 つがトラフィックの送受信が不可能な場
合

• 光ファイバまたはツイストペア リンクで、ポートの 1 つがダウン状態で、他のインターフェイ
スはアップである場合

• ケーブルのファイバ ストランドの 1 つが、切断されている場合

このような場合、UDLD は影響されるポートをディセーブルにします。

ポイントツーポイント リンクでは、UDLD hello パケットの存在は、リンクのヘルスを保証するハー
ト ビートとみなされます。逆にハート ビートの損失は、双方向リンクを再確立できない場合に、リ
ンクをシャットダウンする必要があることを意味します。
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レイヤ 1 から見てケーブルの両方のファイバ ストランドが正常に動作していれば、アグレッシブ
モードの UDLD は、それらのファイバ ストランドが正しく接続されているかどうか、トラフィッ
クが正しいネイバ間で双方向に流れているかどうかを検出します。自動ネゴシエーションはレイヤ

1 で動作するので、この検出は自動ネゴシエーションでは不可能です。

単一方向リンクの検出方法

UDLD は、次の 2 つのメカニズムで動作します。

• 近接データベースのメンテナンス

UDLD は、すべてのアクティブ ポートで hello パケット（別名アドバタイズまたはプローブ）
を定期的に送信して、他の UDLD 対応ネイバについて学習し、各デバイスがネイバに関しての
最新情報を維持できるようにします。

スイッチは hello メッセージを受信すると、エージングタイム（ホールドタイムまたは Time to
Live[TTL]）が満了するまで、情報をキャッシュします。古いキャッシュ エントリの期限満了
までに新しい hello メッセージを受信した場合、スイッチは古いエントリを新しいものと置き
換えます。

UDLD の稼働中にポートをディセーブルにしたり、ポートで UDLD をディセーブルにしたり、
もしくはスイッチをリセットした場合はいつでも、設定変更によって影響を受けたポートの既

存のキャッシュ エントリがすべて消去されます。UDLD は 1 つまたは複数のメッセージを送信
して、ネイバに、ステータス変更によって影響を受けたキャッシュの部分をフラッシュするよ

う通知します。このメッセージは、キャッシュの同期を維持するためのものです。

• イベント駆動型検出およびエコー

UDLD は、検出メカニズムとしてエコーを使用しています。UDLD デバイスが新しいネイバに
ついて学習するか、または非同期ネイバから再同期要求を受信すると、接続側で検出ウィンド

ウを再起動してエコー メッセージを返信します。すべての UDLD ネイバで同じ動作をするの
で、エコーの送信側は返信エコーの受信を予測します。

検出ウィンドウが終了して有効な応答メッセージを受信しなかった場合、UDLD モードに応じ
て、リンクはシャットダウンします。UDLD が標準モードのときは、リンクは不明で、シャッ
トダウンされません。UDLD がアグレッシブ モードのときは、リンクは単一方向であるとみな
され、ポートはディセーブルになります。

標準モードの UDLD がアドバタイズ フェーズまたは検出フェーズにあり、すべてのネイバ キャッ
シュ エントリが無効である場合、UDLD はリンクアップ シーケンスを再起動して、同期していな
い可能性のあるネイバとの同期化を再度行います。

ポートのすべてのネイバが、アドバタイズまたは検出フェーズのいずれかで無効であるときに、ア

グレッシブ モードをイネーブルにした場合、UDLD はリンクアップ シーケンスを再起動して、同
期していない可能性のあるネイバとの同期化を再度行います。高速メッセージ列のあと、リンク ス
テートがまだ不明の場合は、UDLD がポートをシャットダウンします。

図 27-1 に、単一方向リンク状態の例を示します。
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図 27-1 UDLD による単一方向リンク検出
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UDLD の設定
ここでは、次の設定について説明します。

• UDLD のデフォルト設定（p.27-5）

• 設定時の注意事項（p.27-5）

• UDLD のグローバルなイネーブル化（p.27-6）

• インターフェイスでの UDLD のイネーブル化（p.27-7）

• UDLD によりディセーブル化されたインターフェイスのリセット（p.27-8）

UDLD のデフォルト設定
表 27-1に、UDLD のデフォルト設定を示します。

設定時の注意事項

UDLD 設定時の注意事項は次のとおりです。

• UDLD は Asynchronous Transfer Mode（ATM; 非同期転送モード）ポートではサポートされてい
ません。

• UDLD 対応ポートが別のスイッチの UDLD 非対応ポートに接続されている場合は、このポート
も単一方向リンクを検出できません。

• モード（標準またはアグレッシブ）を設定するときは、リンクの両側で同じモードが設定され

ていることを確認してください。

表 27-1 UDLD のデフォルト設定

機能 デフォルト設定

UDLD グローバル イネーブル ステート グローバルにディセーブル

ポート別の UDLD イネーブル ステート（光ファイバ メディ
ア用）

すべてのイーサネット光ファイバ ポートでディセーブル

ポート別の UDLD イネーブル ステート（ツイストペア［銅］
メディア用）

すべての 10/100 および 1000BASE-TXイーサネット ポート
でディセーブル

UDLD アグレッシブ モード ディセーブル
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UDLD のグローバルなイネーブル化
アグレッシブ モードまたは標準モードで UDLD をイネーブルにし、スイッチおよびスイッチ ス
タック内のすべてのメンバーのすべての光ファイバ ポートに設定可能なメッセージ タイマーを設
定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

UDLD をグローバルにディセーブルにするには、no udld enableグローバル コンフィギュレーショ
ン コマンドを使用して、すべての光ファイバ ポート上で UDLD 標準モードをディセーブルにしま
す。すべての光ファイバ ポート上で UDLD アグレッシブ モードをディセーブルにするには、no
udld aggressiveグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 udld {aggressive | enable | message time 
message-timer-interval}

（任意）UDLD モードを指定します。

• aggressive ― すべての光ファイバ ポートにおいて、アグレッ
シブ モードで UDLD をイネーブルにします。

• enable ― スイッチのすべての光ファイバ ポートにおいて、
標準モードで UDLD をイネーブルにします。UDLD は、デ
フォルトでディセーブルに設定されています。

個々のインターフェイスの設定は、udld enable グローバル
コンフィギュレーション コマンドの設定より優先されます。

アグレッシブ モードおよび標準モードの詳細については、
「動作モード」（p.27-2）を参照してください。

• message time message-timer-interval ― アドバタイズ フェーズ
にあり、双方向であると検出されているポート上で、UDLD
プローブ メッセージの間隔を設定します。指定できる範囲
は 1～ 90 秒です。

（注） グローバルな UDLD 設定は、スイッチ スタックに加入す
るスイッチに自動的に適用されます。

（注） このコマンドは、光ファイバ ポートに対してのみ有効で
す。他のポート タイプで UDLD をイネーブルにするに
は、udld インターフェイス コンフィギュレーション コ
マンドを使用します。詳細については、「インターフェイ
スでの UDLD のイネーブル化」（p.27-7）を参照してくだ
さい。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show udld 設定を確認します。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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インターフェイスでの UDLD のイネーブル化
ポート上で、アグレッシブ モードまたは標準モードで UDLD をイネーブルにするか、または UDLD
をディセーブルにするには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id UDLD 用にイネーブルにするポートを指定し、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。

ステップ 3 udld port [aggressive] UDLD は、デフォルトでディセーブルに設定されています。

（注） スイッチ スタックに加入したスイッチでは、インター
フェイス固有の UDLD 設定が維持されます。

• udld port ― 指定したポートにおいて、標準モードで UDLD
をイネーブルにします。

• udld port aggressive ― 指定したポートにおいて、アグレッシ
ブ モードで UDLD をイネーブルにします。

（注） 指定された光ファイバ ポート上で UDLD をディセーブ
ルにするには、no udld port インターフェイス コンフィ
ギュレーション コマンドを使用します。

アグレッシブ モードおよび標準モードの詳細については、
「動作モード」（p.27-2）を参照してください。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show udld interface-id 設定を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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UDLD によりディセーブル化されたインターフェイスのリセット
UDLD によってディセーブル化されたすべてのポートをリセットするには、イネーブル EXEC モー
ドで次の手順を実行します。

次のコマンドを使用してポートを起動することもできます。

• shutdownインターフェイス コンフィギュレーション コマンドのあとに no shutdownインター
フェイス コンフィギュレーション コマンドを実行すると、ディセーブル化されたポートが再
起動します。

• no udld {aggressive | enable} グローバル コンフィギュレーション コマンドのあとに udld 
{aggressive | enable} グローバル コンフィギュレーション コマンドを実行すると、ディセーブ
ル化されたポートが再びイネーブルになります。

• no udld portインターフェイス コンフィギュレーション コマンドのあとにudld port [aggressive]
インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを実行すると、ディセーブル化された光
ファイバ ポートが再びイネーブルになります。

• errdisable recovery cause udld グローバル コンフィギュレーション コマンドを実行すると、
UDLD errdisable ステートから自動的に回復するためのタイマーがイネーブルになります。ま
た、errdisable recovery interval intervalグローバル コンフィギュレーション コマンドを実行す
ると、UDLD errdisable ステートから回復する時間が指定されます。

UDLD ステータスの表示
指定したポートまたはすべてのポートの UDLD ステータスを表示するには、show udld [interface-id]
イネーブル EXEC コマンドを使用します。

コマンド出力のフィールドの詳細ついては、このリリースのコマンド リファレンスを参照してくだ
さい。

コマンド 説明

ステップ 1 udld reset UDLD によってディセーブル化されたすべてのポートをリセッ
トします。

ステップ 2 show udld 設定を確認します。
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28

SPAN および RSPAN の設定

この章では、Catalyst 3750 スイッチに Switched Port Analyzer（SPAN; スイッチド ポート アナライ
ザ）および Remote SPAN（RSPAN）を設定する方法について説明します。特に明記しないかぎり、
スイッチという用語はスタンドアロン スイッチおよびスイッチ スタックを意味します。

（注） この章で使用されるコマンドの構文および使用方法の詳細については、このリリースのコマンド リ
ファレンスを参照してください。

この章で説明する内容は、次のとおりです。

• SPAN および RSPAN の概要（p.28-2）

• SPAN および RSPAN の設定（p.28-11）

• SPAN および RSPAN ステータスの表示（p.28-25）
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SPAN および RSPAN の概要
ポートまたは VLAN（仮想 LAN）を通過するネットワーク トラフィックを分析するには、SPAN ま
たは RSPAN を使用して、そのスイッチの別のポート、またはネットワーク アナライザなどのモニ
タリング デバイスやセキュリティ デバイスに接続されている別のスイッチ上のポートにトラ
フィックのコピーを送信します。SPAN は送信元ポートまたは送信元 VLAN 上で受信、送信、また
は送受信されたトラフィックを宛先ポートにコピー（ミラーリング）して、分析します。SPAN は
送信元ポートまたは VLAN 上のネットワーク トラフィックのスイッチングに影響を与えません。宛
先ポートを SPAN 専用にする必要があります。SPAN または RSPAN セッションに必要なトラフィッ
ク以外のトラフィックを、宛先ポートが受信または転送することはありません。

SPAN を使用してモニタできるのは、送信元ポートを出入りするトラフィックまたは送信元 VLAN
に出入りするトラフィックだけです。送信元 VLAN にルーティングされるトラフィックはモニタで
きません。たとえば、着信トラフィックをモニタしている場合、別の VLAN から送信元 VLAN に
ルーティングされているトラフィックはモニタできません。ただし、送信元 VLAN で受信し、別の
VLAN にルーティングされるトラフィックは、モニタできます。

SPAN または RSPAN 宛先ポートを使用すると、ネットワーク セキュリティ デバイスからトラ
フィックを送信できます。たとえば、Cisco Intrusion Detection System（IDS; 侵入検知システム）セ
ンサ装置を宛先ポートに接続した場合、IDS デバイスは TCP リセット パケットを送信して疑わし
い攻撃者の TCP セッションを停止できます。

ここでは、次の概要について説明します。

• ローカル SPAN（p.28-2）

• RSPAN（p.28-4）

• SPAN および RSPAN の概念と用語（p.28-4）

• SPAN および RSPAN の他の機能との相互作用（p.28-9）

• SPAN/RSPAN およびスイッチ スタック（p.28-10）

ローカル SPAN
ローカル SPAN は 1 つのスイッチ内の SPAN セッション全体をサポートします。すべての送信元
ポートまたは送信元 VLAN、および宛先ポートは、同じスイッチまたはスイッチ スタック内にあり
ます。ローカル SPAN は、任意の VLAN 上の 1 つまたは複数の送信元ポートあるいは 1 つまたは複
数の VLAN から宛先ポートに送信されるトラフィックをコピーして、分析します。たとえば、図
28-1 では、ポート 5（送信元ポート）上のすべてのトラフィックがポート 10（宛先ポート）にミ
ラーリングされています。ポート 10のネットワーク アナライザは、ポート 5 に物理的に接続しな
くても、ポート 5 からすべてのネットワーク トラフィックを受信します。
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図 28-1 単一スイッチでのローカル SPAN の設定例

図 28-2に、送信元ポートおよび宛先ポートが異なるスタック メンバー上にある場合の、スイッチ ス
タックのローカル SPAN の例を示します。

図 28-2 スイッチ スタックでのローカル SPAN の設定例
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RSPAN
RSPAN は異なるスイッチ（または異なるスイッチ スタック）上の送信元ポート、送信元 VLAN、
および宛先ポートをサポートし、ネットワーク上の複数のスイッチのリモート モニタリングを可能
にします。図 28-3に、スイッチ A およびスイッチ B の送信元ポートを示します。各 RSPAN セッ
ションのトラフィックは、ユーザが指定した RSPAN VLAN 上で搬送されます。この RSPAN VLAN
は、参加しているすべてのスイッチで RSPAN セッション専用です。送信元ポートまたは VLAN か
らの RSPAN トラフィックは RSPAN VLAN にコピーされ、RSPAN VLAN を伝送するトランク ポー
トを介して、RSPAN VLAN をモニタする宛先セッションに転送されます。各 RSPAN 送信元スイッ
チでは、RSPAN 送信元としてポートまたは VLAN のいずれかを設定する必要があります。宛先は
常に物理ポートになります（図のスイッチ C）。

図 28-3 RSPAN の設定例

SPAN および RSPAN の概念と用語
ここでは、SPAN および RSPAN の設定に関連する概念と用語について説明します。

SPAN セッション

SPAN セッション（ローカルまたはリモート）を使用すると、1 つまたは複数のポート、あるいは
1 つまたは複数の VLAN 上でトラフィックをモニタし、モニタしたトラフィックを 1 つまたは複数
の宛先ポートに送信できます。
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ローカル SPAN セッションは、宛先ポートと送信元ポートまたは送信元 VLAN（すべて単一のネッ
トワーク デバイス上にある）の対応付けです。ローカル SPAN には、送信元セッションおよび宛先
セッションが個別に設定されません。ローカル SPAN セッションはユーザが指定した入力および出
力のパケット セットを収集し、SPAN データ ストリームを形成して、宛先ポートに転送します。

RSPAN は 1 つまたは複数の RSPAN 送信元セッション、1 つの RSPAN VLAN、および 1 つまたは
複数の RSPAN 宛先セッションで構成されます。RSPAN 送信元セッションと RSPAN 宛先セッショ
ンは、異なるネットワーク デバイス上に別々に設定します。デバイスに RSPAN 送信元セッション
を設定するには、送信元ポートまたは送信元 VLAN のセットを RSPAN VLAN と関連付けます。こ
のセッションの出力は、RSPAN VLAN に送信される SPAN パケットのストリームです。別のデバ
イスに RSPAN 宛先セッションを設定するには、宛先ポートを RSPAN VLAN と関連付けます。宛
先セッションは RSPAN VLAN トラフィックをすべて収集し、RSPAN 宛先ポートに送信します。

RSPAN 送信元セッションは、パケット ストリームの転送先を除き、ローカル SPAN セッションに
非常に似ています。RSPAN 送信元セッションでは、SPAN パケットに RSPAN VLAN ID ラベルが再
設定され、通常のトランク ポートを介して宛先スイッチに転送されます。

RSPAN 宛先セッションは RSPAN VLAN 上で受信されたすべてのパケットから VLAN タギングを
除去し、宛先ポートに送ります。RSPAN 宛先セッションの目的は、（レイヤ 2 制御パケットを除く）
すべての RSPAN VLAN パケットをユーザにコピーして、分析することです。

同じ RSPAN VLAN 内で、複数の送信元セッションと複数の宛先セッションをアクティブにできま
す。RSPAN 送信元セッションと宛先セッションを分離する中間スイッチを配置することもできま
す。これらのスイッチには RSPAN の実行機能は不要ですが、RSPAN VLAN の要件を満たす必要が
あります（「RSPAN VLAN」[p.28-9] を参照）。

SPAN セッションでのトラフィックのモニタには、次のような制限があります。

• ポートまたは VLAN を送信元にできますが、同じセッション内に送信元ポートと送信元 VLAN
を混在させることはできません。

• スイッチは 2 つまでのソース セッション（ローカル SPAN と RSPAN のソース セッション）を
サポートします。同じスイッチ スタック内でローカル SPAN と RSPAN のソース セッションの
両方を実行できます。スイッチ スタックは合計 66 個の送信元および RSPAN 宛先セッション
をサポートします。

• 1 つの SPAN セッションに複数の宛先ポートを設定できますが、1 つのスイッチ スタックに設
定できる宛先ポートは最大で 64 個です。

• 個別のまたは重複する SPAN 送信元ポートと VLAN の集合を使用して、2 つの独立した SPAN
または RSPAN 送信元セッションを設定できます。スイッチド ポートおよびルーテッド ポート
はいずれも SPAN 送信元および宛先として設定できます。

• SPAN セッションは、スイッチの正常な動作を妨げません。ただし、SPAN の宛先がオーバー
サブスクライブ型ポートである場合（たとえば 100 Mbps ポートをモニタする 10 Mbps ポート
など）、パケットが廃棄されるか、または消失する可能性があります。

• RSPAN がイネーブルの場合、モニタ中の各パケットは 2 回伝送されます。1 回は標準トラ
フィックとして、もう 1 回はモニタされたパケットとしてです。したがって、多数のポートま
たは VLAN をモニタすると、大量のネットワーク トラフィックが生成されることがあります。

• ディセーブルのポート上でも SPAN セッションを設定できます。宛先ポートと、1 つまたは複
数の送信元ポートまたは VLAN をイネーブルにしないかぎり、SPAN セッションはアクティブ
になりません。

• スイッチの単一セッション内では、ローカル SPAN と RSPAN を併用できません。つまり、
RSPAN 送信元セッションにローカル宛先ポートを設定したり、RSPAN 宛先セッションにロー
カル送信元ポートを設定したり、同じスイッチ スタック上で、同じ RSPAN VLAN を使用する
RSPAN 宛先セッションおよび RSPAN 送信元セッションを実行することはできません。
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モニタ対象トラフィック

SPAN セッションは、次のトラフィック タイプをモニタできます。

• 受信（RX）SPAN ― 受信（または入力）SPAN の目的は、スイッチが変更または処理を行う前
に送信元インターフェイスまたは VLAN が受信したすべてのパケットをできるかぎり多くモ
ニタすることです。送信元が受信した各パケットのコピーがその SPAN セッションの宛先ポー
トに送信されます。

Differentiated Services Code Point（DSCP）の変更など、ルーティングまたは Quality of Service
（QoS; サービス品質）が原因で変更されるパケットは、変更前にコピーされます。

受信処理中にパケットを廃棄する可能性のある機能は、入力 SPAN には無効です。宛先ポート
は、実際の着信パケットが廃棄された場合でも、パケットのコピーを受信します。これらの機

能には、標準および拡張 IP 入力 Access Control List（ACL; アクセス制御リスト）、入力 QoS ポ
リシング、VLAN ACL、出力 QoS ポリシングなどがあります。

• 送信（TX）SPAN ― 送信（または出力）SPAN の目的は、スイッチによる変更または処理がす
べて実行されたあとに、送信元インターフェイスから送信されたすべてのパケットをできるか

ぎり多くモニタすることです。送信元から送信された各パケットのコピーは、その SPAN セッ
ションに対応する宛先ポートに送信されます。コピーは、パケットの変更後送信されます。

ルーティングが原因で変更されたパケット（Time to Live[TTL]、MAC[メディア アクセス制御
] アドレス、QoS 値の変更など）は、宛先ポートで（変更されて）コピーされます。

送信処理中にパケットを廃棄する可能性のある機能は、SPAN 用のコピーにも影響を与えます。
これらの機能には、標準および拡張 IP 出力 ACL、出力 QoS ポリシングなどがあります。

• 双方向 ― 1 つの SPAN セッションで、単一のポートまたは VLAN の送信パケットと受信パケッ
トを両方モニタできます。これはデフォルト設定です。

ローカル SPAN セッション ポートのデフォルト設定では、すべてのタグなしパケットが送信されま
す。通常、SPAN は Cisco Discovery Protocol（CDP）、VLAN Trunk Protocol（VTP;VLAN トランク プ
ロトコル）、Dynamic Trunking Protocol（DTP; ダイナミック トランキング プロトコル）、Spanning-Tree
Protocol（STP; スパニングツリー プロトコル）、Port Aggregation Protocol（PAgP; ポート集約プロト
コル）などの Bridge Protocol Data Unit（BPDU; ブリッジ プロトコル データ ユニット）パケットお
よびレイヤ 2 プロトコルをモニタしません。ただし、宛先ポートを設定するときに encapsulation
replicateキーワードを入力すると、次のように変更されます。

• 送信元ポートの場合と同じカプセル化設定（タグなし、ISL［スイッチ間リンク］、または IEEE
802.1Q）を使用して、パケットが宛先ポートに送信されます。

• BPDU やレイヤ 2 プロトコル パケットを含むすべてのタイプのパケットがモニタされます。

したがって、カプセル化レプリケーションがイネーブル化されたローカル SPAN セッションでは、
タグなし、ISL、IEEE 802.1Q タグ付きパケットが宛先ポートに混在する場合があります。

スイッチが輻輳すると、入力送信元ポート、出力送信元ポート、または SPAN 宛先ポートでパケッ
トが廃棄されることがあります。一般に、これらの特性は相互に依存しません。次に例を示します。

• パケットは通常どおり転送されますが、SPAN 宛先ポートのオーバーサブスクライブが原因で
モニタされないことがあります。

• 入力パケットが標準転送されないにもかかわらず、SPAN 宛先ポートに着信することがありま
す。

• スイッチ輻輳が原因で廃棄された出力パケットは、出力 SPAN からも廃棄されます。

SPAN の設定によっては、同じ送信元パケットの複数のコピーが SPAN 宛先ポートに送信される場
合があります。たとえば、ポート A では RX モニタ用に、ポート B では TX モニタ用に、双方向
（RX と TX）SPAN セッションが設定されているとします。パケットがポート A を介してスイッチ
に着信し、ポート B にスイッチングされると、着信パケットと発信パケットの両方が宛先ポートに
送信されます。このため、（レイヤ 3 書き換えが行われない場合には、）両方のパケットは同じもの
になります（レイヤ 3 書き換えが行われた場合には、パケット変更のため異なるパケットになりま
す）。
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送信元ポート

送信元ポート（モニタ対象ポートともいいます）は、ネットワーク トラフィック分析のためにモニ
タするスイッチド ポートまたはルーテッド ポートです。1 つのローカル SPAN セッションまたは
RSPAN 送信元セッションでは、送信元ポートまたは VLAN のトラフィックを単一方向または双方
向でモニタできます。スイッチは、任意の数の送信元ポート（スイッチで利用可能なポートの最大

数まで）と任意の数の送信元 VLAN（サポートされている VLAN の最大数まで）をサポートしま
す。ただし、スイッチが送信元ポートまたは VLAN でサポートするセッション数は最大 2 つ（ロー
カルまたは RSPAN）であるため、単一のセッションにポートおよび VLAN を混在させることはで
きません。

送信元ポートには、次の特性があります。

• 複数の SPAN セッションでモニタできます。

• 各送信元ポートに、モニタする方向（入力、出力、両方）を設定できます。

• すべてのポート タイプ（EtherChannel、ファスト イーサネット、ギガビット イーサネットな
ど）が可能です。

• EtherChannel 送信元の場合は EtherChannel 全体で、または物理ポートがポート チャネルに含ま
れている場合は物理ポート上で個別に、トラフィックをモニタできます。

• アクセス ポート、トランク ポート、ルーテッド ポート、または音声 VLAN ポートに指定でき
ます。

• 宛先ポートに指定することはできません。

• 送信元ポートは同じ VLAN 内にあっても異なる VLAN にあってもかまいません。

• 単一セッション内で複数の送信元ポートをモニタできます。

送信元 VLAN

VLAN-based SPAN（VSPAN）では、1 つまたは複数の VLAN のネットワーク トラフィックをモニ
タできます。VSPAN 内の SPAN または RSPAN 送信元インターフェイスは VLAN ID で指定され、
トラフィックはその VLAN のすべてのポートでモニタされます。

VSPAN には次の特性があります。

• 送信元 VLAN 内のすべてのアクティブ ポートは送信元ポートとして含まれ、単一方向または
双方向でモニタできます。

• 指定されたポートでは、モニタ対象の VLAN 上のトラフィックのみが宛先ポートに送信されま
す。

• 宛先ポートが送信元 VLAN に所属する場合は、送信元リストから除外され、モニタされません。

• ポートが送信元 VLAN に追加または削除されると、これらのポートで受信された送信元 VLAN
のトラフィックは、モニタ中の送信元に追加または削除されます。

• VLAN 送信元と同じセッション内のフィルタ VLAN を使用することはできません。

• モニタできるのは、イーサネット VLAN だけです。

VLAN フィルタリング

トランク ポートを送信元ポートとしてモニタする場合、デフォルトでは、トランク上でアクティブ
なすべての VLAN がモニタされます。VLAN フィルタリングを使用すれば、トランク送信元ポート
での SPAN トラフィックのモニタを特定の VLAN に制限できます。

• VLAN フィルタリングが適用されるのは、トランク ポートまたは音声 VLAN ポートのみです。

• VLAN フィルタリングはポートベース セッションにのみ適用され、VLAN 送信元によるセッ
ションでは使用できません。



第 28章      SPAN および RSPAN の設定
SPAN および RSPAN の概要

28-8
Catalyst 3750 スイッチ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

78-16180-06-J

• VLAN フィルタ リストが指定されている場合、トランク ポートまたは音声 VLAN アクセス
ポートではリスト内の VLAN のみがモニタされます。

• 他のポート タイプから着信する SPAN トラフィックは、VLAN フィルタリングの影響を受けま
せん。つまり、すべての VLAN を他のポートで使用できます。

• VLAN フィルタリング機能は、宛先 SPAN ポートに転送されたトラフィックにのみ作用し、通
常のトラフィックのスイッチングには影響しません。

宛先ポート

各ローカル SPAN セッションまたは RSPAN 宛先セッションには、送信元ポートまたは VLAN から
のトラフィックのコピーを受信し、SPAN パケットをユーザ（通常はネットワーク アナライザ）に
送信する宛先ポート（モニタ側ポートともいいます）が必要です。

宛先ポートには、次の特性があります。

• ローカル SPAN セッションの場合、宛先ポートは送信元ポートと同じスイッチ スタックに存在
している必要があります。RSPAN セッションの場合、宛先ポートは RSPAN 宛先セッションを
含むスイッチ上にあります。RSPAN 送信元セッションのみを実行するスイッチまたはスイッ
チ スタックには、宛先ポートはありません。

• ポートを SPAN 宛先ポートとして設定すると、元のポート設定が上書きされます。SPAN 宛先
ポートの設定を削除すると、ポートは以前の設定に戻ります。ポートが SPAN 宛先ポートとし
て機能している間にポートの設定が変更されると、SPAN 宛先設定が削除されるまで、変更は
有効になりません。

• EtherChannel グループに含まれていたポートが宛先ポートとして設定されている場合、その

ポートはグループから削除されます。削除されたポートがルーテッド ポートであった場合、こ
のポートはルーテッド ポートではなくなります。

• 任意のイーサネット物理ポートにできます。

• セキュア ポートにすることはできません。

• 送信元ポートに指定することはできません。

• EtherChannel グループまたは VLAN にはできません。

• 一度に 1 つの SPAN セッションにしか参加できません（ある SPAN セッションの宛先ポートは、
別の SPAN セッションの宛先ポートになることはできません）。

• アクティブな場合、着信トラフィックはディセーブルになります。このポートでは、SPAN セッ
ションに必要なトラフィック以外の転送は行われません。宛先ポートでは着信トラフィックの

学習または転送は行われません。

• 入力トラフィックの転送がネットワーク セキュリティ デバイスでイネーブルの場合、宛先ポー
トはレイヤ 2 でトラフィックを転送します。

• レイヤ 2 プロトコル（STP、VTP、CDP、DTP、PAgP）のいずれにも参加しません。

• 任意の SPAN セッションの送信元 VLAN に所属する宛先ポートは、送信元リストから除外さ
れ、モニタされません。

• スイッチ スタックの宛先ポートの最大数は 64 です。

ローカル SPAN および RSPAN 宛先ポートでは、VLAN タギングおよびカプセル化に関する動作が
異なります。

• ローカル SPAN では、宛先ポートに encapsulation replicateキーワードが指定されている場合、
各パケットに元のカプセル化が使用されます（タグなし、ISL、または IEEE 802.1Q）。これら
のキーワードが指定されていない場合、パケットはタグなしフォーマットになります。した

がって、encapsulation replicate がイネーブル化されたローカル SPAN セッションの出力に、タ
グなし、ISL、または IEEE 802.1Q タグ付きパケットが混在する場合があります。

• RSPAN の場合、元の VLAN ID は RSPAN VLAN ID で上書きされるため、失われます。した
がって、宛先ポート上のすべてのパケットはタグなしになります。
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RSPAN VLAN

RSPAN VLAN は、RSPAN 送信元セッションと宛先セッション間で SPAN トラフィックを伝送しま
す。RSPAN VLAN には次の特殊な特性があります。

• RSPAN VLAN 内のすべてのトラフィックは、常にフラッディングされます。

• RSPAN VLAN では MAC アドレスは学習されません。

• RSPAN VLAN トラフィックが流れるのは、トランク ポート上のみです。

• RSPAN VLAN は、remote-span VLAN コンフィギュレーション モード コマンドを使用して、
VLAN 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。

• STP は RSPAN VLAN トランク上で実行できますが、SPAN 宛先ポート上では実行できません。

• RSPAN VLAN はプライベート VLAN プライマリまたはセカンダリ VLAN にはできません。

VTP に認識される VLAN 1 ～ 1005 の場合、VLAN ID および対応する RSPAN 特性は VTP によって
伝播されます。拡張 VLAN 範囲（1006 ～ 4094）内の RSPAN VLAN ID を割り当てる場合は、すべ
ての中間スイッチを手動で設定する必要があります。

通常は、ネットワークに複数の RSPAN VLAN を配置し、同時にそれぞれの RSPAN VLAN でネッ
トワーク全体の RSPAN セッションを定義します。つまり、ネットワーク内の任意の場所にある複
数の RSPAN 送信元セッションから RSPAN セッションにパケットを送信できます。また、ネット
ワーク全体に対して複数の RSPAN 宛先セッションを設定し、同じ RSPAN VLAN をモニタしたり、
ユーザにトラフィックを送信することもできます。セッションは RSPAN VLAN ID によって区別さ
れます。

SPAN および RSPAN の他の機能との相互作用
SPAN は次の機能と相互作用します。

• ルーティング ― SPAN はルーティングされたトラフィックをモニタしません。VSPAN がモニ
タするのはスイッチに出入りするトラフィックに限られ、VLAN 間でルーティングされるトラ
フィックはモニタしません。たとえば、VLAN が受信モニタされ、スイッチが別の VLAN から
モニタ対象 VLAN にトラフィックをルーティングする場合、そのトラフィックはモニタされ
ず、SPAN 宛先ポートで受信されません。

• STP ― 宛先ポートの SPAN または RSPAN セッションがアクティブな間、宛先ポートは STP に
参加しません。SPAN または RSPAN セッションがディセーブルになると、宛先ポートは STP
に参加できます。送信元ポートでは、SPAN は STP ステータスに影響を与えません。STP は、
RSPAN VLAN を伝送するトランク ポート上でアクティブにできます。

• CDP ― SPAN 宛先ポートは、SPAN セッションがアクティブな間は CDP に参加しません。SPAN
セッションがディセーブルになると、ポートは再び CDP に参加します。

• VTP ― VTP を使用して、スイッチ間で RSPAN VLAN をプルーニングできます。

• VLAN およびトランキング ― 送信元ポート、または宛先ポートの VLAN メンバーシップまた
はトランクの設定値は、いつでも変更できます。ただし、宛先ポートの VLAN メンバーシップ
またはトランクの設定値に対する変更は、SPAN 宛先設定を削除しないかぎり有効になりませ
ん。送信元ポートの VLAN メンバーシップまたはトランク設定の変更はただちに有効になり、
個々の SPAN セッションは、それに応じて自動的に調整されます。

• EtherChannel ― EtherChannel グループを送信元ポートに設定できますが、SPAN 宛先ポートに
は設定できません。グループを SPAN 送信元として設定すると、グループ全体がモニタ対象と
なります。

モニタ対象 EtherChannel グループに物理ポートを追加すると、新しいポートが SPAN 送信元
ポート リストに追加されます。モニタ対象 EtherChannel グループからポートを削除すると、
SPAN 送信元ポート リストから自動的に削除されます。
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EtherChannel グループに属する物理ポートを SPAN 送信元ポートとして設定し、引き続き
EtherChannel の一部とすることができます。この場合、この物理ポートは EtherChannel に参加
しているため、そのポートからのデータはモニタされます。ただし、EtherChannel グループに
属する物理ポートを SPAN 宛先ポートに設定した場合は、EtherChannel グループから削除され
ます。SPAN セッションからポートが削除されると、EtherChannel グループに復帰します。
EtherChannel グループから削除されたポートはグループのメンバーに残りますが、非アクティ
ブまたはサスペンド ステートになります。

EtherChannel グループに属する物理ポートが宛先ポートであり、かつ、EtherChannel グループ
が送信元である場合、ポートは EtherChannel グループおよびモニタ対象ポートのリストから削
除されます。

• マルチキャスト トラフィックをモニタできます。出力側および入力側ポート モニタの場合は、
未編集パケットが 1 つだけ SPAN 宛先ポートに送信されます。マルチキャスト パケットが送信
される回数は反映されません。

• プライベート VLAN ポートは SPAN 宛先ポートにはできません。

• セキュア ポートは SPAN 宛先ポートにはできません。

SPAN セッションでは、宛先ポートで入力転送がイネーブルの場合、出力をモニタしているポー
トでポート セキュリティをイネーブルにしないでください。RSPAN 送信元セッションでは、
出力をモニタしているどのポートでもポート セキュリティをイネーブルにしないでください。

• IEEE 802.1x ポートは SPAN 送信元ポートにできます。SPAN 宛先ポートで IEEE 802.1x をイネー
ブルにできますが、SPAN 宛先として削除するまでは IEEE 802.1x はディセーブルに設定され
ます。

SPAN セッションでは、宛先ポートで入力転送がイネーブルの場合、出力をモニタしているポー
トで IEEE 802.1x をイネーブルにしないでください。RSPAN 送信元セッションでは、出力をモ
ニタしているどのポートでも IEEE 802.1x をイネーブルにしないでください。

SPAN/RSPAN およびスイッチ スタック
スイッチ スタックは 1 つの論理スイッチとして扱われるため、ローカル SPAN 送信元ポートおよび
宛先ポートをスタック内の異なるスイッチに設定できます。したがって、スタックにスイッチを追

加または削除すると、ローカル SPAN セッションや、RSPAN 送信元または宛先セッションに影響
が及ぶことがあります。スタックからスイッチを削除すると、アクティブ セッションが非アクティ
ブになることがあります。スタックにスイッチを追加すると、非アクティブ セッションがアクティ
ブになることがあります。

スイッチ スタックの詳細については、第 5 章「スイッチ スタックの管理」を参照してください。
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SPAN および RSPAN の設定
ここでは、次の設定について説明します。

• SPAN および RSPAN のデフォルト設定（p.28-11）

• ローカル SPAN の設定（p.28-11）

• RSPAN の設定（p.28-18）

SPAN および RSPAN のデフォルト設定
表 28-1に、SPAN および RSPAN のデフォルト設定を示します。

ローカル SPAN の設定
ここでは、次の設定について説明します。

• SPAN 設定時の注意事項（p.28-11）

• ローカル SPAN セッションの作成（p.28-12）

• ローカル SPAN セッションの作成および入力トラフィックの設定（p.28-15）

• フィルタリングする VLAN の指定（p.28-17）

SPAN 設定時の注意事項

SPAN を設定する場合は、次の注意事項に従ってください。

• 各スイッチ スタックにつき、最大 2 つの送信元セッションおよび 64 の RSPAN 宛先セッショ
ンを設定できます。送信元セッションは、ローカル SPAN セッションか RSPAN 送信元セッショ
ンのどちらかになります。

• 10 ギガビット イーサネット モジュール ポートが SPAN または RSPAN 宛先ポートとして設定
されている場合、リンク速度が低下します。

• SPAN 送信元の場合は、セッションごとに、単一のポートまたは VLAN、一連のポートまたは
VLAN、または一定範囲のポートまたは VLAN のトラフィックをモニタできます。1 つの SPAN
セッションに、送信元ポートおよび送信元 VLAN を混在させることはできません。 

• 宛先ポートは送信元ポートにできません。また、送信元ポートは宛先ポートにできません。

• 同じ宛先ポートで 2 つの SPAN セッションを設定することはできません。

• スイッチ ポートを SPAN 宛先ポートに設定すると、通常のスイッチ ポートではなくなります。
SPAN 宛先ポートを通過するのは、モニタ対象のトラフィックだけです。

• SPAN コンフィギュレーション コマンドを入力しても、設定済みの SPAN パラメータは削除さ
れません。設定された SPAN パラメータを削除するには、no monitor session {session_number |
all | local | remote}グローバル コンフィギュレーション コマンドを入力する必要があります。

表 28-1 SPAN および RSPAN のデフォルト設定

機能 デフォルト設定

SPAN のステート（SPAN および RSPAN） ディセーブル

モニタする送信元ポートのトラフィック 受信トラフィックと送信トラフィックの両方（both）

カプセル化タイプ（宛先ポート） ネイティブ形式（タグなしパケット）

入力転送（宛先ポート） ディセーブル

VLAN フィルタリング 送信元ポートとして使用されるトランク インター
フェイス上で、すべての VLAN がモニタされます。

RSPAN VLAN 設定なし
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• ローカル SPAN では、encapsulation replicateキーワードが指定されている場合、SPAN 宛先ポー
トを経由する発信パケットには元のカプセル化ヘッダー（タグなし、ISL、または IEEE 802.1Q）
が付加されます。このキーワードが指定されていない場合、パケットはネイティブ形式で送信

されます。RSPAN 宛先ポートの場合、発信パケットはタグなしです。

• ディセーブルに設定されているポートを送信元または宛先ポートにすることはできますが、

SPAN 機能は、宛先ポートおよび 1 つまたは複数の送信元ポートまたは送信元 VLAN がイネー
ブルになるまでは起動しません。

• filter vlanキーワードを使用すると、特定の VLAN に対して SPAN トラフィックを制限できま
す。モニタ対象がトランク ポートの場合、このキーワードで指定された VLAN 上のトラフィッ
クのみがモニタされます。デフォルトでは、トランク ポートのすべての VLAN がモニタされ
ます。

• 1 つの SPAN セッション内で送信元 VLAN を混在させたり、VLAN をフィルタリングすること
はできません。

• Catalyst 3750-24PS、3750-48PS、3750-24TS、3750-48TS、3750G-12S、3750G-24T、3750G-24TS、
および 3750G-16TDスイッチには、SPAN に関連するハードウェアの制限があります。ルーティ
ングされたユニキャスト トラフィックの出力 SPAN コピーが、ローカルおよびリモート SPAN
セッションの両方で間違った宛先 MAC アドレスを示す場合があります。この制限は、ブリッ
ジングされるパケットには適用されません。ローカル SPAN に対する回避策は、レプリケー
ション オプションを使用することです。

• Catalyst 3750-24PS、3750-48PS、3750-24TS、3750-48TS、3750G-12S、3750G-24T、3750G-24TS、
および 3750G-16TDスイッチには、出力 SPAN ルーテッド パケット（ユニキャストおよびマル
チキャストの両方）が間違った送信元 MAC アドレスを示します。宛先ポートでネイティブ形
式でカプセル化したローカル SPAN パケットの場合、パケットは VLAN 1 の MAC アドレスを
示します。カプセル化レプリケーション オプションを使用している場合、ローカル SPAN では
この問題が発生しません。この制限は、ブリッジングされるパケットには適用されません。回

避策は、monitor session グローバル コンフィギュレーション コマンドで encapsulate replicate
キーワードを使用することです。

ローカル SPAN セッションの作成

SPAN セッションを作成し、送信元（モニタ対象）ポートまたは VLAN、および宛先（モニタ側）
ポートを指定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 no monitor session {session_number | all | 
local | remote}

セッションの既存の SPAN 設定を削除します。

session_numberの範囲は、1 ～ 66 です。

すべての SPAN セッションを削除するには allを、すべてのロー
カル セッションを削除するには localを、すべてのリモート SPAN
セッションを削除するには remoteを指定します。
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ステップ 3 monitor session session_number source 
{interface interface-id | vlan vlan-id} [, | -] 
[both | rx | tx]

SPAN セッションおよび送信元ポート（モニタ対象ポート）を指
定します。

session_numberの範囲は、1 ～ 66 です。

interface-idには、モニタする送信元ポートまたは送信元 VLAN を
指定します。

• 送信元 interface-idには、モニタする送信元ポートを指定しま
す。有効なインターフェイスには、物理インターフェイスお

よびポート チャネル論理インターフェイス（port-channel
port-channel-number）があります。有効なポート チャネル番
号は 1 ～ 48です。

• vlan-id には、モニタする送信元 VLAN を指定します。指定
できる範囲は 1 ～ 4094 です（RSPAN VLAN は除く）。

（注） 1 つのセッションに、一連のコマンドで定義された複数
の送信元（ポートまたは VLAN）を含めることができま
す。ただし、1 つのセッション内で送信元ポートと送信
元 VLAN を併用することはできません。

（任意）[, | -] ― 一連のまたは一定範囲のインターフェイスを指定
します。カンマの前後およびハイフンの前後にスペースを 1 つず
つ入力します。

（任意）モニタするトラフィックの方向を指定します。トラフィッ

クの方向を指定しない場合、SPAN は送受信両方のトラフィック
をモニタします。

• both ― 送受信両方のトラフィックをモニタします。これは
デフォルト設定です。

• rx ― 受信トラフィックをモニタします。

• tx ― 送信トラフィックをモニタします。

（注） monitor session session_number source コマンドを複数回
使用すると、複数の送信元ポートを設定できます。

コマンド 説明
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SPAN セッションを削除する場合は、no monitor session session_number グローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。SPAN セッションから送信元ポート、宛先ポート、または VLAN
を削除する場合は、no monitor session session_number source {interface interface-id | vlan vlan-id}グ
ローバル コンフィギュレーション コマンドまたは no monitor session session_number destination
interface interface-idグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。宛先インターフェ
イスの場合、このコマンドの no 形式では、encapsulation オプションは無視されます。

次に、SPAN セッション 1 を設定し、送信元ポートから宛先ポートへのトラフィックをモニタする
例を示します。最初に、セッション 1 の既存の SPAN 設定を削除し、双方向トラフィックをスイッ
チ 1 の送信元ギガビット イーサネット ポート 1 から宛先ギガビット イーサネット ポート 2 へミ
ラーリングして、カプセル化方式を維持します。

Switch(config)# no monitor session 1
Switch(config)# monitor session 1 source interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config)# monitor session 1 destination interface gigabitethernet1/0/2 
encapsulation replicate
Switch(config)# end

ステップ 4 monitor session session_number 
destination {interface interface-id [, | -] 
[encapsulation replicate]}

SPAN セッションおよび宛先ポート（モニタ側ポート）を指定し
ます。

session_numberには、ステップ 3 で入力したセッション番号を指
定します。

（注） ローカル SPAN の場合は、送信元および宛先インター
フェイスに同じセッション番号を使用する必要がありま
す。

interface-idには、宛先ポートを指定します。宛先インターフェイ
スには物理ポートを指定する必要があります。EtherChannel や
VLAN は指定できません。

（任意）[, | -] ― 一連のまたは一定範囲のインターフェイスを指定
します。カンマの前後およびハイフンの前後にスペースを 1 つず
つ入力します。

（任意）宛先インターフェイスが送信元インターフェイスのカプ

セル化方式を複製するように指定するには、encapsulation
replicateを入力します。このように選択しない場合、デフォルト
では、パケットがネイティブ形式（タグなし）で送信されます。

（注） monitor session session_number destination コマンドを複
数回使用すると、複数の宛先ポートを設定できます。

ステップ 5 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 show monitor [session session_number]

show running-config

設定を確認します。

ステップ 7 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明
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次に、SPAN セッション 1 の SPAN 送信元である、ポート 1 を削除する例を示します。

Switch(config)# no monitor session 1 source interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config)# end

次に、双方向モニタ用に設定された、ポート 1 での受信トラフィック モニタをディセーブルにする
例を示します。

Switch(config)# no monitor session 1 source interface gigabitethernet1/0/1 rx

ポート 1 での受信トラフィックのモニタはディセーブルになりますが、このポートから送信される
トラフィックは引き続きモニタされます。

次に、SPAN セッション 2 内の既存の設定を削除し、VLAN 1 ～ 3 に属するすべてのポートで受信
トラフィックをモニタするように SPAN セッション 2 を設定し、モニタされたトラフィックをス
イッチ 1 の宛先ギガビット イーサネット ポート 2 に送信する例を示します。VLAN 10 に属するす
べてのポートですべてのトラフィックをモニタするように、コンフィギュレーションが変更されま

す。

Switch(config)# no monitor session 2
Switch(config)# monitor session 2 source vlan 1 - 3 rx
Switch(config)# monitor session 2 destination interface gigabitethernet1/0/2
Switch(config)# monitor session 2 source vlan 10
Switch(config)# end

ローカル SPAN セッションの作成および入力トラフィックの設定

SPAN セッションを作成して送信元ポート、送信元 VLAN、および宛先ポートを指定し、ネットワー
ク セキュリティ デバイス（Cisco IDS センサ装置など）用の宛先ポート上の入力トラフィックをイ
ネーブルにするには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

入力トラフィックに関連しないキーワードの詳細については、「ローカル SPAN セッションの作成」
（p.28-12）を参照してください。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 no monitor session {session_number | all | 
local | remote}

セッションの既存の SPAN 設定を削除します。

ステップ 3 monitor session session_number source 
{interface interface-id | vlan vlan-id} [, | -] 
[both | rx | tx]

SPAN セッションおよび送信元ポート（モニタ対象ポート）を指
定します。
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SPAN セッションを削除する場合は、no monitor session session_number グローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。SPAN セッションから送信元ポート、宛先ポート、または VLAN
を削除する場合は、no monitor session session_number source {interface interface-id | vlan vlan-id}グ
ローバル コンフィギュレーション コマンドまたは no monitor session session_number destination
interface interface-idグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。宛先インターフェ
イスの場合、このコマンドの no形式では、encapsulation および ingress オプションは無視されます。

次に、SPAN セッション 2 の既存の設定を削除し、ギガビット イーサネット送信元ポート 1 で受信
されたトラフィックをモニタするように SPAN セッション 2 を設定し、このトラフィックを送信元
ポートと同じ出力カプセル化タイプを使用して宛先ギガビット イーサネット ポート 2 に送信し、
IEEE 802.1Q カプセル化およびデフォルト入力 VLAN として VLAN 6 を使用する入力転送をイネー
ブルにする例を示します。

Switch(config)# no monitor session 2
Switch(config)# monitor session 2 source gigabitethernet1/0/1 rx
Switch(config)# monitor session 2 destination interface gigabitethernet1/0/2 
encapsulation replicate ingress dot1q vlan 6 
Switch(config)# end

ステップ 4 monitor session session_number 
destination {interface interface-id [, | -] 
[encapsulation replicate] [ingress {dot1q 
vlan vlan-id | isl | untagged vlan vlan-id | 
vlan vlan-id}]}

SPAN セッション、宛先ポート、パケット カプセル化、入力側
VLAN、およびカプセル化を指定します。

session_number には、ステップ 3 で入力したセッション番号を指
定します。

interface-idには、宛先ポートを指定します。宛先インターフェイ
スには物理ポートを指定する必要があります。EtherChannel や
VLAN は指定できません。

（任意）[, | -] ― 一連のまたは一定範囲のインターフェイスを指定
します。カンマまたはハイフンの前後にはスペースを入力しま

す。

（任意）宛先インターフェイスが送信元インターフェイスのカプ

セル化方式を複製するように指定するには、encapsulation
replicateを入力します。このように選択しない場合、デフォルト
では、パケットがネイティブ形式（タグなし）で送信されます。

宛先ポートで入力トラフィックの転送をイネーブルにして、カプ

セル化タイプを指定するには、ingress に次のキーワードを指定
して入力します。

• dot1q vlan vlan-id ― IEEE 802.1Q カプセル化を使用し、デ
フォルト VLAN として指定された VLAN を設定して、入力
パケットを受け入れます。

• isl ― ISL カプセル化を使用して、入力パケットを転送しま
す。

• untagged vlan vlan-idまたは vlan vlan-id ― タグなしカプセル
化タイプを使用し、デフォルト VLAN として指定された
VLAN を設定して、入力パケットを受け入れます。

ステップ 5 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 show monitor [session session_number]

show running-config

設定を確認します。

ステップ 7 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明
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フィルタリングする VLAN の指定

SPAN 送信元トラフィックを特定の VLAN に制限するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を
実行します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 no monitor session {session_number | all | 
local | remote}

セッションの既存の SPAN 設定を削除します。

session_numberの範囲は、1 ～ 66 です。

すべての SPAN セッションを削除するには allを、すべてのロー
カル セッションを削除するには localを、すべてのリモート SPAN
セッションを削除するには remoteを指定します。

ステップ 3 monitor session session_number source 
interface interface-id 

送信元ポート（モニタ対象ポート）および SPAN セッションの特
性を指定します。

session_numberの範囲は、1 ～ 66 です。

interface-idには、モニタする送信元ポートを指定します。指定さ
れたインターフェイスが、トランク ポートとして設定されてい
る必要があります。

ステップ 4 monitor session session_number filter vlan 
vlan-id [, | -]

SPAN 送信元トラフィックを特定の VLAN に制限します。

session_numberには、ステップ 3 で指定したセッション番号を入
力します。

vlan-idに指定できる範囲は、1 ～ 4094 です。

（任意）カンマ（,）を使用して一連の VLAN を指定するか、ハイ
フン（-）を使用して一定範囲の VLAN を指定します。カンマの
前後およびハイフンの前後にスペースを 1 つずつ入力します。

ステップ 5 monitor session session_number 
destination {interface interface-id [, | -] 
[encapsulation replicate]}

SPAN セッションおよび宛先ポート（モニタ側ポート）を指定し
ます。

session_number には、ステップ 3 で入力したセッション番号を指
定します。

interface-idには、宛先ポートを指定します。宛先インターフェイ
スには物理ポートを指定する必要があります。EtherChannel や
VLAN は指定できません。

（任意）[, | -] ― 一連のまたは一定範囲のインターフェイスを指定
します。カンマの前後およびハイフンの前後にスペースを 1 つず
つ入力します。

（任意）宛先インターフェイスが送信元インターフェイスのカプ

セル化方式を複製するように指定するには、encapsulation
replicateを入力します。このように選択しない場合、デフォルト
では、パケットがネイティブ形式（タグなし）で送信されます。

ステップ 6 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 7 show monitor [session session_number]

show running-config

設定を確認します。

ステップ 8 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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トランク ポート上のすべての VLAN をモニタするには、no monitor session session_number filterグ
ローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

次に、SPAN セッション 2 の既存の設定を削除し、ギガビット イーサネット トランク ポート 2 で
の受信トラフィックをモニタするように SPAN セッション 2 を設定し、VLAN 1 ～ 5 および VLAN
9 のトラフィックのみを宛先ギガビット イーサネット ポート 1 に送信する例を示します。

Switch(config)# no monitor session 2
Switch(config)# monitor session 2 source interface gigabitethernet1/0/2 rx
Switch(config)# monitor session 2 filter vlan 1 - 5 , 9
Switch(config)# monitor session 2 destination interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config)# end

RSPAN の設定
ここでは、次の設定について説明します。

• RSPAN 設定時の注意事項（p.28-18）

• RSPAN VLAN としての VLAN の設定（p.28-19）

• RSPAN 送信元セッションの作成（p.28-20）

• RSPAN 宛先セッションの作成（p.28-21）

• RSPAN 宛先セッションの作成および入力トラフィックの設定（p.28-22）

• フィルタリングする VLAN の指定（p.28-24）

RSPAN 設定時の注意事項

RSPAN の設定時は、次の注意事項に従ってください。

• RSPAN には、「SPAN 設定時の注意事項」（p.28-11）のすべての項目が当てはまります。

• RSPAN VLAN には特殊なプロパティがあるので、RSPAN VLAN として使用する VLAN をネッ
トワーク上にいくつか確保しておき、これらの VLAN にはアクセス ポートを割り当てないで
ください。

• RSPAN トラフィックに出力 ACL を適用して、特定のパケットを選択してフィルタリングまた
はモニタできます。これらの ACL は、RSPAN 送信元スイッチ内の RSPAN VLAN 上で指定し
ます。

• RSPAN の設定では、送信元ポートと宛先ポートをネットワーク内の複数のスイッチに分散で
きます。

• RSPAN は BPDU パケット モニタリングその他のレイヤ 2 スイッチ プロトコルをサポートしま
せん。

• RSPAN VLAN はトランク ポートにのみ設定されており、アクセス ポートには設定されていま
せん。不要なトラフィックが RSPAN VLAN に発生するのを防ぐため、参加しているすべての
スイッチで VLAN リモート SPAN 機能がサポートされていることを確認してください。

• RSPAN VLAN 上のアクセス ポート（音声 VLAN ポートを含む）は、非アクティブ ステートに
なります。

• 送信元トランク ポートにアクティブな RSPAN VLAN が設定されている場合、RSPAN VLAN は
ポートベース RSPAN セッションの送信元として組み込まれます。また、RSPAN VLAN を SPAN
セッションの送信元にすることもできます。ただし、スイッチはセッション間にわたるトラ

フィックをモニタしないため、スイッチの RSPAN 送信元セッションの宛先として識別された
RSPAN VLAN では、パケットの出力スパニングがサポートされません。

• 任意の VLAN を RSPAN VLAN として設定するには、次の条件を満たす必要があります。

－ すべてのスイッチで、RSPAN セッションに同じ RSPAN VLAN が使用されている。

－ 参加するすべてのスイッチが RSPAN をサポートしている。

• RSPAN VLAN を設定してから、RSPAN 送信元または宛先セッションを設定してください。
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• VTP および VTP プルーニングがイネーブルの場合、RSPAN トラフィックはトランクでプルー
ニングされ、ネットワーク上で VLAN ID が 1005 以下の RSPAN トラフィックの無用なフラッ
ディングを防止できます。

• Catalyst 3750-24PS、3750-48PS、3750-24TS、3750-48TS、3750G-12S、3750G-24T、3750G-24TS、
および 3750G-16TDスイッチには、RSPAN に関連するハードウェアの制限があります。

－ ルーティングされたユニキャスト トラフィックの出力 SPAN コピーが、ローカルおよびリ
モート SPAN セッションの両方で間違った宛先 MAC アドレスを示す場合があります。こ
の制限は、ブリッジングされるパケットには適用されません。ローカル SPAN に対する回
避策は、レプリケーション オプションを使用することです。リモート SPAN セッションの
場合、回避策はありません。

－ 出力 SPAN ルーテッド パケット（ユニキャストおよびマルチキャスト）が間違った送信元
MAC アドレスを示します。リモート SPAN パケットの場合、送信元 MAC アドレスは出力
VLAN の MAC アドレスでなければならないにもかかわらず、パケットは RSPAN VLAN の
MAC アドレスを示します。これには回避策はありません。

－ トラフィックのアクセス量が非常に多くなる間、2 つの RSPAN 送信元セッションが設定さ
れる場合、一方の RSPAN セッションにあるパケットの VLAN ID でもう一方の RSPAN の
VLAN ID が上書きされる可能性があります。これが発生した場合、一方の RSPAN VLAN
向けのパケットがもう一方の RSPAN VLAN に間違って送信されてしまいます。この問題
は RSPAN 宛先セッションには影響しません。回避策は、RSPAN 送信元セッションを 1 つ
のみ設定することです。

RSPAN VLAN としての VLAN の設定

最初に、RSPAN セッション用の RSPAN VLAN に設定する VLAN を新規に作成します。RSPAN に
参加するすべてのスイッチに RSPAN VLAN を作成する必要があります。RSPAN VLAN ID が標準
範囲（1005 以下）であり、VTP がネットワーク内でイネーブルである場合は、1 つのスイッチに
RSPAN VLAN を作成し、VTP がこの RSPAN VLAN を VTP ドメイン内の他のスイッチに伝播する
ように設定できます。拡張範囲 VLAN（1005 を超える ID）の場合、送信元と宛先の両方のスイッ
チ、およびすべての中間スイッチに RSPAN VLAN を設定する必要があります。

VTP プルーニングを使用して、RSPAN トラフィックのフローを効率化するか、または RSPAN トラ
フィックを伝達する必要のないすべてのトランクから、RSPAN VLAN を手動で削除してください。

RSPAN VLAN を作成するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

VLAN から RSPAN の特性を削除して、標準 VLAN に変換するには、no remote-span VLAN コン
フィギュレーション コマンドを使用します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 vlan vlan-id VLAN ID を入力して VLAN を作成するか、または既存の VLAN の
VLAN ID を入力して、VLAN コンフィギュレーション モードを開始
します。指定できる範囲は 2 ～ 1001、および 1006 ～ 4094 です。

RSPAN VLAN を VLAN 1（デフォルト VLAN）または VLAN ID 1002
～ 1005（トークンリングや FDDI VLAN 専用）にすることはできま
せん。

ステップ 3 remote-span VLAN を RSPAN VLAN として設定します。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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次に、RSPAN VLAN 901 を作成する例を示します。

Switch(config)# vlan 901
Switch(config-vlan)# remote span
Switch(config-vlan)# end

RSPAN 送信元セッションの作成

RSPAN 送信元セッションを開始し、モニタ対象の送信元および宛先 RSPAN VLAN を指定するに
は、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 no monitor session {session_number | all | 
local | remote}

セッションの既存の RSPAN 設定を削除します。

session_numberの範囲は、1 ～ 66 です。

すべての RSPAN セッションを削除するには allを、すべてのロー
カル セッションを削除するには localを、すべてのリモート SPAN
セッションを削除するには remoteを指定します。

ステップ 3 monitor session session_number source 
{interface interface-id | vlan vlan-id} [, | -] 
[both | rx | tx]

RSPAN セッションおよび送信元ポート（モニタ対象ポート）を
指定します。

session_numberの範囲は、1 ～ 66 です。

RSPAN セッションの送信ポートまたは送信元 VLAN を入力しま
す。

• interface-idには、モニタする送信元ポートを指定します。有
効なインターフェイスには、物理インターフェイスおよび

ポート チャネル論理インターフェイス
（port-channel port-channel-number）があります。有効なポー
ト チャネル番号は 1 ～ 48です。

• vlan-id には、モニタする送信元 VLAN を指定します。指定
できる範囲は 1 ～ 4094 です（RSPAN VLAN は除く）。

1 つのセッションに、一連のコマンドで定義された複数の送
信元（ポートまたは VLAN）を含めることができます。ただ
し、1 つのセッション内で送信元ポートと送信元 VLAN を併
用することはできません。

（任意）[, | -] ― 一連のまたは一定範囲のインターフェイスを指定
します。カンマの前後およびハイフンの前後にスペースを 1 つず
つ入力します。

（任意）モニタするトラフィックの方向を指定します。トラフィッ

クの方向を指定しない場合、送信元インターフェイスは、送受信

両方のトラフィックを送信します。

• both ― 送受信両方のトラフィックを送信します。

• rx ― 受信トラフィックをモニタします。

• tx ― 送信トラフィックをモニタします。

ステップ 4 monitor session session_number 
destination remote vlan vlan-id

RSPAN セッションおよび宛先 RSPAN VLAN を指定します。

session_numberには、ステップ 3 で定義した番号を入力します。

vlan-idには、モニタする送信元 RSPAN VLAN を指定します。
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SPAN セッションを削除する場合は、no monitor session session_number グローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。

SPAN セッションから送信元ポートまたは VLAN を削除するには、no monitor session session_number
source {interface interface-id | vlan vlan-id}グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用しま
す。セッションから RSPAN VLAN を削除するには、no monitor session session_number destination
remote vlan vlan-idコマンドを使用します。

次に、セッション 1 の既存の RSPAN 設定を削除し、複数の送信元インターフェイスをモニタする
ように RSPAN セッション 1 を設定し、さらに宛先を RSPAN VLAN 901 に設定する例を示します。

Switch(config)# no monitor session 1
Switch(config)# monitor session 1 source interface gigabitethernet1/0/1 tx
Switch(config)# monitor session 1 source interface gigabitethernet1/0/2 rx
Switch(config)# monitor session 1 source interface port-channel 2 
Switch(config)# monitor session 1 destination remote vlan 901
Switch(config)# end

RSPAN 宛先セッションの作成

RSPAN 宛先セッションは別のスイッチまたはスイッチ スタック（送信元セッションが設定されて
いないスイッチまたはスイッチ スタック）に設定します。

スイッチ上で RSPAN VLAN を定義し、RSPAN 宛先セッションを作成し、送信元 RSPAN VLAN お
よび宛先ポートを指定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

ステップ 5 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 show monitor [session session_number]

show running-config

設定を確認します。

ステップ 7 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 vlan vlan-id 送信元スイッチで作成された RSPAN VLAN の VLAN ID を入力
し、VLAN コンフィギュレーション モードを開始します。

両方のスイッチが VTP に参加し、RSPAN VLAN ID が 2 ～ 1005
である場合は、VTP ネットワークを介して RSPAN VLAN ID が
伝播されるため、ステップ 2 ～ 4 は不要です。

ステップ 3 remote-span VLAN を RSPAN VLAN として識別します。

ステップ 4 exit グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 5 no monitor session {session_number | all | 
local | remote}

セッションの既存の RSPAN 設定を削除します。

session_numberの範囲は、1 ～ 66 です。

すべての RSPAN セッションを削除するには allを、すべてのロー
カル セッションを削除するには localを、すべてのリモート SPAN
セッションを削除するには remoteを指定します。

ステップ 6 monitor session session_number source 
remote vlan vlan-id

RSPAN セッションおよび送信元 RSPAN VLAN を指定します。

session_numberの範囲は、1 ～ 66 です。

vlan-idには、モニタする送信元 RSPAN VLAN を指定します。
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SPAN セッションを削除する場合は、no monitor session session_number グローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。SPAN セッションから宛先ポートを削除するには、no monitor
session session_number destination interface interface-idグローバル コンフィギュレーション コマンド
を使用します。セッションから RSPAN VLAN を削除するには、no monitor session session_number
source remote vlan vlan-idコマンドを使用します。

次に、送信元リモート VLAN として VLAN 901、宛先インターフェイスとしてポート 1 を設定する
例を示します。

Switch(config)# monitor session 1 source remote vlan 901
Switch(config)# monitor session 1 destination interface gigabitethernet2/0/1
Switch(config)# end

RSPAN 宛先セッションの作成および入力トラフィックの設定

RSPAN 宛先セッションを作成し、送信元 RSPAN VLAN および宛先ポートを指定し、ネットワーク
セキュリティ デバイス（Cisco IDS センサ装置など）用の宛先ポート上の入力トラフィックをイネー
ブルにするには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

入力トラフィックに関連しないキーワードの詳細については、「RSPAN 宛先セッションの作成」
（p.28-21）を参照してください。この手順では、RSPAN VLAN がすでに設定してあると想定してい
ます。

ステップ 7 monitor session session_number 
destination interface interface-id 

RSPAN セッションおよび宛先インターフェイスを指定します。

session_numberには、ステップ 6 で定義した番号を入力します。

RSPAN 宛先セッションでは、送信元 RSPAN VLAN および宛先
ポートに同じセッション番号を使用する必要があります。

interface-idには、宛先インターフェイスを指定します。宛先イン
ターフェイスには物理インターフェイスを指定する必要があり

ます。

encapsulation replicate はコマンドラインのヘルプ ストリングに
表示されていますが、RSPAN ではサポートされていません。元
の VLAN ID は RSPAN VLAN ID によって上書きされ、宛先ポー
ト上のすべてのパケットはタグなしとして表示されます。

ステップ 8 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 9 show monitor [session session_number]

show running-config

設定を確認します。

ステップ 10 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 no monitor session {session_number | all | 
local | remote}

セッションの既存の SPAN 設定を削除します。

ステップ 3 monitor session session_number source 
remote vlan vlan-id

RSPAN セッションおよび送信元 RSPAN VLAN を指定します。

session_numberの範囲は、1 ～ 66 です。

vlan-idには、モニタする送信元 RSPAN VLAN を指定します。
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RSPAN セッションを削除する場合は、no monitor session session_numberグローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。RSPAN セッションから宛先ポートを削除するには、no monitor
session session_number destination interface interface-idグローバル コンフィギュレーション コマンド
を使用します。このコマンドの no形式では、ingress オプションは無視されます。

次に、VLAN 901 を RSPAN セッション 2 の送信元リモート VLAN として設定し、ギガビット イー
サネット送信元ポート 2 を宛先インターフェイスとして設定し、VLAN 6 がデフォルト入力 VLAN
として設定されたインターフェイス上で入力トラフィックの転送をイネーブルにする例を示しま

す。

Switch(config)# monitor session 2 source remote vlan 901
Switch(config)# monitor session 2 destination interface gigabitethernet1/0/2 ingress 
vlan 6 
Switch(config)# end

ステップ 4 monitor session session_number 
destination {interface interface-id [, | -] 
[ingress {dot1q vlan vlan-id | isl | untagged 
vlan vlan-id | vlan vlan-id}]}

SPAN セッション、宛先ポート、パケット カプセル化、入力側
VLAN、およびカプセル化を指定します。

session_numberには、ステップ 4 で定義した番号を入力します。

RSPAN 宛先セッションでは、送信元 RSPAN VLAN および宛先
ポートに同じセッション番号を使用する必要があります。

interface-idには、宛先インターフェイスを指定します。宛先イン
ターフェイスには物理インターフェイスを指定する必要があり

ます。

encapsulation replicate はコマンドラインのヘルプ ストリングに
表示されていますが、RSPAN ではサポートされていません。元
の VLAN ID は RSPAN VLAN ID によって上書きされ、宛先ポー
ト上のすべてのパケットはタグなしとして表示されます。

（任意）[, | -] ― 一連のまたは一定範囲のインターフェイスを指定
します。カンマの前後およびハイフンの前後にスペースを 1 つず
つ入力します。

宛先ポートで入力トラフィックの転送をイネーブルにして、カプ

セル化タイプを指定するには、ingress と追加のキーワードを入
力します。

• dot1q vlan vlan-id ― IEEE 802.1Q カプセル化を使用し、デ
フォルト VLAN として指定された VLAN を設定して、入力
パケットを転送します。

• isl ― ISL カプセル化を使用して、入力パケットを転送しま
す。

• untagged vlan vlan-idまたは vlan vlan-id ― タグなしカプセル
化タイプを使用し、デフォルト VLAN として指定された
VLAN を設定して、入力パケットを転送します。

ステップ 5 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 show monitor [session session_number]

show running-config

設定を確認します。

ステップ 7 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明
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フィルタリングする VLAN の指定

RSPAN 送信元トラフィックを特定の VLAN に制限するように RSPAN 送信元セッションを設定す
るには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

トランク ポート上のすべての VLAN をモニタするには、no monitor session session_number filter vlan
グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 no monitor session {session_number | all | 
local | remote}

セッションの既存の SPAN 設定を削除します。

session_numberの範囲は、1 ～ 66 です。

すべての SPAN セッションを削除するには allを、すべてのロー
カル セッションを削除するには localを、すべてのリモート SPAN
セッションを削除するには remoteを指定します。

ステップ 3 monitor session session_number source 
interface interface-id 

送信元ポート（モニタ対象ポート）および SPAN セッションの特
性を指定します。

session_numberの範囲は、1 ～ 66 です。

interface-idには、モニタする送信元ポートを指定します。指定さ
れたインターフェイスが、トランク ポートとして設定されてい
る必要があります。

ステップ 4 monitor session session_number filter vlan 
vlan-id [, | -]

SPAN 送信元トラフィックを特定の VLAN に制限します。

session_numberには、ステップ 3 で指定したセッション番号を入
力します。

vlan-idに指定できる範囲は、1 ～ 4094 です。

（任意）カンマ（,）を使用して一連の VLAN を指定するか、ハイ
フン（-）を使用して一定範囲の VLAN を指定します。カンマの
前後およびハイフンの前後にスペースを 1 つずつ入力します。

ステップ 5 monitor session session_number 
destination remote vlan vlan-id 

RSPAN セッションおよび宛先リモート VLAN（RSPAN VLAN）
を指定します。

session_numberには、ステップ 3 で指定したセッション番号を入
力します。

vlan-id には、モニタ対象トラフィックを宛先ポートに伝送する
RSPAN VLAN を指定します。

ステップ 6 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 7 show monitor [session session_number]

show running-config

設定を確認します。

ステップ 8 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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次に、RSPAN セッション 2 の既存の設定を削除し、トランク ポート 2 での受信トラフィックをモ
ニタするように RSPAN セッション 2 を設定し、VLAN 1 ～ 5 および 9 のトラフィックのみを宛先
RSPAN VLAN 902 に送信する例を示します。

Switch(config)# no monitor session 2
Switch(config)# monitor session 2 source interface gigabitethernet1/0/2 rx
Switch(config)# monitor session 2 filter vlan 1 - 5 , 9
Switch(config)# monitor session 2 destination remote vlan 902 
Switch(config)# end

SPAN および RSPAN ステータスの表示
現在の SPAN または RSPAN 設定を表示するには、show monitorユーザ EXEC コマンドを使用しま
す。show running-configイネーブル EXEC コマンドを使用すれば、設定された SPAN セッションま
たは RSPAN セッションを表示することもできます。
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29

RMON の設定

この章では、Catalyst 3750スイッチに Remote Network Monitoring（RMON）を設定する方法につい
て説明します。特に明記しないかぎり、スイッチという用語はスタンドアロン スイッチおよびス
イッチ スタックを意味します。 

RMON は、RMON 準拠コンソール システムおよびネットワーク プローブ間で交換可能な一連の統
計および機能を定義する標準モニタリング仕様です。RMON は、ネットワーク障害診断、プランニ
ング、およびパフォーマンス調整情報に関する総合的な機能を提供します。

（注） この章で使用されるコマンドの構文および使用方法の詳細については、このリリースのコマンド リ
ファレンス、および『Cisco IOS Configuration Fundamentals Command Reference』 Release 12.2 の「System
Management Commands」を参照してください。

この章で説明する内容は、次のとおりです。

• RMON の概要（p.29-2）

• RMON の設定（p.29-3）

• RMON ステータスの表示（p.29-6）
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RMON の概要
RMON は、Internet Engineering Task Force（IETF）標準モニタ仕様で、各種ネットワーク エージェ
ントおよびコンソール システムがネットワーク モニタ データを交換できるようにします。RMON
機能をスイッチの SNMP（簡易ネットワーク管理プロトコル）エージェントとともに使用すると、
接続されたすべての LAN セグメント上のスイッチ間を流れるすべてのトラフィックをモニタでき
ます（図 29-1を参照）。

図 29-1 RMON の例

スイッチは次の RMON グループをサポートします（RFC 1757 で定義）。

• 統計情報（RMON グループ 1） ― イーサネット統計情報（スイッチ タイプおよびサポートされ
るインターフェイスに応じて、ファスト イーサネットおよびギガビット イーサネット統計情
報など）を収集します。

• 履歴（RMON グループ 2） ― イーサネット ポートに関する統計情報の履歴グループ（スイッチ
タイプおよびサポートされるインターフェイスに応じて、ファスト イーサネットおよびギガ
ビット イーサネット統計情報など）を指定されたポーリング インターバルで収集します。

• アラーム（RMON グループ 3） ― 指定されたインターバルの間、特定の Management Information
Base（MIB; 管理情報ベース）オブジェクトをモニタして指定された値（上限スレッシュホール
ド）でアラームをトリガし、別の値（下限スレッシュホールド）でアラームをリセットします。

アラームはイベントでも使用できます。アラームがイベントをトリガし、これによりログ エン
トリまたは SNMP トラップが生成されます。

• イベント（RMON グループ 9） ― アラームによってイベントがトリガされた場合の処置を指定
します。この処置により、ログエントリまたは SNMP トラップを生成することが可能となりま
す。

このソフトウェア リリースでサポートされているスイッチは RMON データ処理用にハードウェア
カウンタを使用しているので、モニタがより効率的になり、ほとんど処理能力を必要としません。

10
12

33

RMON 

SNMP 

RMON 

 RMON 
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RMON の設定
ここでは、次の設定について説明します。

• RMON のデフォルト設定（p.29-3）

• RMON アラームおよびイベントの設定（p.29-3）（必須）

• インターフェイスでのグループ履歴統計情報の収集（p.29-4）（任意）

• インターフェイスでのグループ イーサネット統計情報の収集（p.29-5）（任意）

RMON のデフォルト設定
RMON はデフォルトでディセーブルに設定されています。アラームやイベントは設定されていませ
ん。

スイッチでサポートされているのは RMON 1 のみです。

RMON アラームおよびイベントの設定
CLI（コマンドライン インターフェイス）または SNMP 互換 Network Management Station（NMS;
ネットワーク管理ステーション）を使用することにより、スイッチを RMON 対応に設定できます。
NMS 上で汎用 RMON コンソール アプリケーションを使用し、RMON のネットワーク管理機能を
利用してください。また、RMON MIB オブジェクトにアクセスするようにスイッチの SNMP を設
定する必要があります。詳細については、第 31 章「SNMP の設定」を参照してください。

RMON アラームおよびイベントをイネーブルにするには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実
行します。この手順は必須です。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 rmon alarm number variable interval 
{absolute | delta} rising-threshold value 
[event-number] falling-threshold value 
[event-number] [owner string]

MIB オブジェクトに対してアラームを設定します。

• numberには、アラーム番号を指定します。指定できる範囲は
1 ～ 65535 です。

• variableには、モニタする MIB オブジェクトを指定します。

• intervalには、MIB 変数をアラームがモニタする時間を秒単位
で指定します。指定できる範囲は 1 ～ 4294967295 秒です。

• 各 MIB 変数を直接テストする場合は、absoluteキーワードを
指定します。MIB 変数のサンプル間の変動をテストする場合
は、deltaキーワードを指定します。

• valueには、アラームをトリガする数値とアラームをリセット
する数値を指定します。上限スレッシュホールドおよび下限

スレッシュホールド値の範囲は、–2147483648 ～ 2147483647
です。

• （任意）event-numberには、上限または下限スレッシュホール
ドの限度を超過したときにトリガされるイベント番号を指定

します。

• （任意）owner stringには、アラームの所有者を指定します。
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アラームをディセーブルにするには、設定したアラームごとに no rmon alarm number グローバル
コンフィギュレーション コマンドを実行します。設定したアラームをすべて一度にディセーブルに
することはできません。イベントをディセーブルにするには、no rmon event numberグローバル コ
ンフィギュレーション コマンドを使用します。アラームおよびイベントとその相互作用の詳細につ
いては、RFC 1757 を参照してください。

MIB オブジェクトに対してアラームを設定できます。次に、rmon alarmコマンドを使用して RMON
アラーム番号 10 を設定する例を示します。このアラームは、アラームがディセーブルになるまで、
MIB 変数 ifEntry.20.1を 20 秒ごとに 1 回モニタし、変数の上昇または下降の変化をチェックします。
ifEntry.20.1 値が 15 以上の MIB カウンタの増加を示した場合（たとえば 100000 から 100015）、ア
ラームがトリガされます。アラームは次にイベント番号 1 をトリガします。イベントの設定には、
rmon eventコマンドを使用します。設定可能なイベントはログ エントリまたは SNMP トラップで
す。ifEntry.20.1値の変化が 0 ずつの場合、アラームはリセットされ、再度トリガできます。

Switch(config)# rmon alarm 10 ifEntry.20.1 20 delta rising-threshold 15 1 
falling-threshold 0 owner jjohnson

次に、rmon eventコマンドを使用して RMON イベント番号 1 を作成する例を示します。イベント
は High ifOutErrorsとして定義され、アラームによってイベントがトリガされるときにログ エント
リが生成されます。ユーザ jjonesは、このコマンドによってイベント テーブルに作成された行を所
有します。この例でも、イベントがトリガされたときに SNMP トラップが生成されます。

Switch(config)# rmon event 1 log trap eventtrap description "High ifOutErrors" owner 
jjones

インターフェイスでのグループ履歴統計情報の収集

最初に RMON アラームおよびイベントを設定し、収集情報を表示する必要があります。

インターフェイス上でグループ履歴統計情報を収集するには、イネーブル EXEC モードで次の手順
を実行します。この手順は任意です。

ステップ 3 rmon event number [description string] 
[log] [owner string] [trap community] 

RMON イベント テーブルに RMON イベント番号に対応付けられ
たイベントを追加します。

• numberには、イベント番号を指定します。指定できる範囲は
1 ～ 65535 です。

• （任意）description stringには、イベントの説明を指定します。

• （任意）イベントがトリガされたときに RMON ログ エントリ
を生成するには、logキーワードを使用します。

• （任意）owner stringには、このイベントの所有者を指定します。

• （任意）trap communityには、このトラップに使用される SNMP
コミュニティ ストリングを入力します。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show running-config 設定を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id 履歴を収集するインターフェイスを指定し、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。
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履歴収集をディセーブルにするには、no rmon collection history index インターフェイス コンフィ
ギュレーション コマンドを使用します。

インターフェイスでのグループ イーサネット統計情報の収集
インターフェイスでグループ イーサネット統計情報を収集するには、イネーブル EXEC モードで
次の手順を実行します。この手順は任意です。

グループ イーサネット統計情報の収集をディセーブルにするには、no rmon collection stats indexイ
ンターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。

次に、所有者 rootの RMON 統計情報を収集する例を示します。

Switch(config)# interface gigabitethernet2/0/1
Switch(config-if)# rmon collection stats 2 owner root

ステップ 3 rmon collection history index [buckets 
bucket-number] [interval seconds] [owner 
ownername]

指定されたバケット数および時間に関して履歴収集をイネーブ

ルにします。

• indexには、統計情報を収集する RMON グループを指定しま
す。指定できる範囲は 1 ～ 65535 です。

• （任意）buckets bucket-numberには、統計情報の RMON 収集
履歴グループに関して、希望の最大バケット数を指定しま

す。指定できる範囲は 1 ～ 65535 です。デフォルトは 50 です。

• （任意）interval secondsには、各ポーリング サイクルの秒数
を指定します。指定できる範囲は 1 ～ 3600 です。デフォル
トは 1800 秒です。

• （任意）owner ownernameには、統計情報の RMON グループ
の所有者名を入力します。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show running-config 設定を確認します。

ステップ 6 show rmon history スイッチ履歴テーブルの内容を表示します。

ステップ 7 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id 統計情報を収集するインターフェイスを指定し、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。

ステップ 3 rmon collection stats index [owner 
ownername]

インターフェイスでの RMON 統計情報収集をイネーブルにしま
す。

• indexには、統計情報の RMON グループを指定します。指定
できる範囲は 1 ～ 65535 です。

• （任意）owner ownernameには、統計情報の RMON グループ
の所有者名を入力します。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show running-config 設定を確認します。

ステップ 6 show rmon statistics スイッチ統計情報テーブルの内容を表示します。

ステップ 7 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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RMON ステータスの表示
RMON ステータスを表示するには、表 29-1に示すイネーブル EXEC コマンドを 1 つまたは複数使
用します。

この表示のフィールドの詳細については、『Cisco IOS Configuration Fundamentals Command Reference』
Release 12.2 の「System Management Commands」を参照してください。

表 29-1 RMON ステータス表示用コマンド

コマンド  説明

 show rmon 一般の RMON 統計情報を表示します。

 show rmon alarms RMON アラーム テーブルを表示します。

 show rmon events RMON イベント テーブルを表示します。

 show rmon history RMON 履歴テーブルを表示します。

 show rmon statistics RMON 統計情報テーブルを表示します。
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30

システム メッセージ ロギングの設定

この章では、Catalyst 3750スイッチにシステム メッセージ ロギングを設定する方法について説明し
ます。特に明記しないかぎり、スイッチという用語はスタンドアロン スイッチおよびスイッチ ス
タックを意味します。

（注） この章で使用されるコマンドの構文および使用方法の詳細については、『Cisco IOS Configuration 
Fundamentals Command Reference』 Release 12.2 を参照してください。

この章で説明する内容は、次のとおりです。

• システム メッセージ ロギングの概要（p.30-2）

• システム メッセージ ロギングの設定（p.30-3）

• ロギング設定の表示（p.30-14）
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システム メッセージ ロギングの概要
デフォルトでは、システム メッセージおよび debug イネーブル EXEC コマンドの出力はロギング
プロセスに送信されます。スタック メンバーはシステム メッセージをトリガできます。システム
メッセージを生成するスタック メンバーは、ホスト名を hostname-nの形式で付加し（nは 1 ～ 9 の
スイッチ番号）、出力をスタック マスターのロギング プロセスにリダイレクトします。スタック マ
スターはスタック メンバーの 1 つですが、システム メッセージにホスト名を付加しません。ロギ
ング プロセスは、ロギング バッファ、端末回線、UNIX Syslog サーバといったさまざまな宛先への
ロギング メッセージの配信を、設定に応じて制御します。ロギング プロセスはコンソールにもメッ
セージを送信します。

（注） Syslog フォーマットは、4.3 BSD UNIX と互換性があります。

ロギング プロセスがディセーブルになっている場合、メッセージはコンソールにのみ送信されま
す。メッセージは生成された時点で送信されるので、メッセージとデバッグ出力には、プロンプト

または他のコマンドからの出力が各所に挿入されます。メッセージがアクティブなコンソールに表

示されるのは、メッセージを生成したプロセスが終了してからです。

メッセージの重大度を設定し、コンソールに表示されるメッセージのタイプとそれぞれの宛先を制

御できます。ログ メッセージにタイムスタンプを設定したり、Syslog 送信元アドレスを設定して、
リアルタイムでのデバッグおよび管理を強化できます。表示されるメッセージについては、このリ

リースに対応するシステム メッセージ ガイドを参照してください。

ロギングされたシステム メッセージにアクセスするには、スイッチの CLI（コマンドライン イン
ターフェイス）を使用するか、または適切に設定された Syslog サーバにシステム メッセージを保
存します。スイッチ ソフトウェアは Syslog メッセージをスタンドアロン スイッチ（スイッチ ス
タックの場合はスタック マスター）の内部バッファに保存します。スタンドアロン スイッチまた
はスタック マスターに障害が発生すると、フラッシュ メモリに保存されていないログは失われま
す。

システム メッセージをリモートでモニタするには、Syslog サーバ上でログを表示するか、または
Telnet あるいはコンソール ポートを通じてスイッチにアクセスします。 スイッチ スタックの場合
は、すべてのスタック メンバーのコンソールに同じコンソール出力が表示されます。
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システム メッセージ ロギングの設定
ここでは、次の設定について説明します。

• システム ログ メッセージ形式（p.30-3）

• システム メッセージ ロギングのデフォルト設定（p.30-4）

• メッセージ ロギングのディセーブル化（p.30-5）（任意）

• メッセージ出力先デバイスの設定（p.30-6）（任意）

• ログ メッセージの同期化（p.30-7）（任意）

• ログ メッセージのタイムスタンプのイネーブル化およびディセーブル化（p.30-8）（任意）

• ログ メッセージのシーケンス番号のイネーブル化およびディセーブル化（p.30-9）（任意）

• メッセージの重大度の定義（p.30-10）（任意）

• 履歴テーブルおよび SNMP に送信される Syslog メッセージの制限（p.30-11）（任意）

• UNIX Syslog サーバの設定（p.30-12）（任意）

システム ログ メッセージ形式
システム ログ メッセージは、最大 80 文字と 1 つのパーセント記号（%）で構成され、設定されて
いる場合にはその前に、オプションとしてシーケンス番号またはタイムスタンプ情報が付加されま

す。メッセージは次の形式で表示されます。

seq no:timestamp:%facility-severity-MNEMONIC:description (hostname-n)

メッセージのパーセント記号より前の部分は、service sequence-numbers、service timestamps log
datetime, service timestamps log datetime [localtime] [msec] [show-timezone]、または
service timestamps log uptimeグローバル コンフィギュレーション コマンドの設定に応じて異なり
ます。

表 30-1に、Syslog メッセージの要素を示します。

表 30-1 システム ログ メッセージ要素

要素 説明

seq no（シーケンス番号） service sequence-numbers グローバル コンフィギュレーション コマンドが設定され
ている場合に限り、シーケンス番号を付けてログ メッセージにスタンプを押します。

詳細については、「ログ メッセージのシーケンス番号のイネーブル化およびディセー
ブル化」（p.30-9）を参照してください。

timestamp（タイムスタンプ）形式 :

mm/dd hh:mm:ss

または

hh:mm:ss（稼働時間が短い場合）

または

d h（稼働時間が長い場合）

メッセージまたはイベントの日時。この情報が表示されるのは、service timestamps
log [datetime | log]グローバル コンフィギュレーション コマンドが設定されている場
合に限られます。

詳細については、「ログ メッセージのタイムスタンプのイネーブル化およびディセー
ブル化」（p.30-8）を参照してください。

facility（ファシリティ） メッセージが参照するファシリティ（SNMP、SYS など）を示します。サポートされ
ているファシリティのリストについては、表 30-4（p.30-13）を参照してください。

severity（重大度） メッセージの重大度を示す 0 ～ 7 の 1 桁のコード。重大度については、表 30-3
（p.30-10）を参照してください。

MNEMONIC（ニーモニック） 一意にメッセージを記述する文字列
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次に、スタック マスターおよびスタック メンバー（ホスト名 Switch-2）に対するスイッチ システ
ム メッセージの一部の例を示します。

00:00:46: %LINK-3-UPDOWN: Interface Port-channel1, changed state to up
00:00:47: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/0/1, changed state to up
00:00:47: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/0/2, changed state to up
00:00:48: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to down 
00:00:48: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/1, 
changed state to down 2 
*Mar  1 18:46:11: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by vty2 (10.34.195.36)
18:47:02: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by vty2 (10.34.195.36)
*Mar  1 18:48:50.483 UTC: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by vty2 
(10.34.195.36) 

00:00:46: %LINK-3-UPDOWN: Interface Port-channel1, changed state to up (Switch-2)
00:00:47: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet2/0/1, changed state to up 
(Switch-2)
00:00:47: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet2/0/2, changed state to up 
(Switch-2)
00:00:48: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to down 
(Switch-2)
00:00:48: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet2/0/1, 
changed state to down 2 (Switch-2)

システム メッセージ ロギングのデフォルト設定
表 30-2に、システム メッセージ ロギングのデフォルト設定を示します。

description（記述） 報告対象のイベントに関する詳細情報を含む文字列

hostname-n（ホスト名 -n） スタック メンバーのホスト名およびスタック内のスイッチ番号。スタック マスター
はスタック メンバーの 1 つですが、システム メッセージにホスト名を付加しません。

表 30-1 システム ログ メッセージ要素（続き）

要素 説明

表 30-2 システム メッセージ ロギングのデフォルト設定

機能 デフォルト設定

コンソールへのシステム メッセージ ロギング イネーブル

コンソール重大度 debugging（および数値的に下位のレベル。表 30-3
[p.30-10] を参照）

ロギング ファイル設定 ファイル名の指定なし

ロギング バッファ サイズ 4096 バイト

ロギング履歴サイズ 1 メッセージ

タイムスタンプ ディセーブル

同期ロギング ディセーブル

ロギング サーバ ディセーブル

Syslog サーバ IP アドレス 設定なし

サーバ ファシリティ Local7（表 30-4 [p.30-13] を参照）

サーバ重大度 informational（および数値的に下位のレベル。表
30-3 [p.30-10] を参照）
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メッセージ ロギングのディセーブル化
メッセージ ロギングは、デフォルトでイネーブルに設定されています。コンソール以外の宛先へ
メッセージを送信するには、メッセージ ロギングをイネーブルに設定する必要があります。イネー
ブルに設定されている場合、ログ メッセージはロギング プロセスに送信され、この結果、指定さ
れた場所に、メッセージを生成したプロセスとは非同期でメッセージがロギングされます。

メッセージ ロギングをディセーブルにするには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行しま
す。この手順は任意です。

ロギング プロセスをディセーブルにすると、スイッチの処理速度が低下します。コンソールにメッ
セージが書き込まれるのを待ってからプロセスを続行するためです。ロギング プロセスがディセー
ブルになると、メッセージは生成後ただちにコンソールに表示されます。コマンド出力の途中に表

示されることもあります。

logging synchronous グローバル コンフィギュレーション コマンドも、コンソールへのメッセージ
の表示に影響を与えます。このコマンドがイネーブルの場合は、Returnキーを押さないかぎりメッ
セージが表示されません。詳細については、「ログ メッセージの同期化」（p.30-7）を参照してくだ
さい。

ディセーブルにしたメッセージ ロギングを再度イネーブルにするには、logging onグローバル コン
フィギュレーション コマンドを使用します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 no logging console メッセージ ロギングをディセーブルにします。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show running-config

または

show logging

設定を確認します。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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メッセージ出力先デバイスの設定

メッセージ ロギングがイネーブルになっている場合、コンソール以外の特定の場所へもメッセージ
を送信できます。メッセージを受信する場所を指定するには、イネーブル EXEC モードで、次のコ
マンドを 1 つまたは複数使用します。この手順は任意です。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 logging buffered [size] スタンドアロン スイッチ（スイッチ スタックの場合はスタック
マスター）の内部バッファにメッセージをロギングします。デ

フォルトのバッファ サイズは 4096 バイトです。指定できる範囲
は 4096 ～ 2147483647 バイトです。

スタンドアロン スイッチまたはスタック マスターに障害が発生
すると、フラッシュ メモリに保存されていないログは失われま
す。ステップ 4 を参照してください。

（注） その他のタスク用メモリが不足する可能性があるので、
バッファ サイズを大きく設定しないようにしてくださ
い。スイッチ上の空きプロセッサ メモリを表示するに
は、show memoryイネーブル EXEC コマンドを使用しま
す。ただし、表示される値は使用できる最大値です。バッ
ファ サイズを最大値に設定しないでください。

ステップ 3 logging host UNIX Syslog サーバ ホストにメッセージをロギングします。

host には、Syslog サーバとして使用するホストの名前または IP
アドレスを指定します。

ロギング メッセージを受信する Syslog サーバのリストを作成す
るには、複数回このコマンドを実行します。

Syslog サーバの設定手順の詳細については、「UNIX Syslog サー
バの設定」（p.30-12）を参照してください。

ステップ 4 logging file flash:filename [max-file-size 
[min-file-size]] [severity-level-number | type]

スタンドアロンスイッチ（スイッチ スタックの場合はスタック
マスター）のフラッシュ メモリ内のファイルにログ メッセージ
を保存します。

• filenameには、ログ メッセージのファイル名を入力します。

• （任意）max-file-sizeには、ロギング ファイルの最大サイズを
指定します。指定できる範囲は 4096 ～ 2147483647 バイトで
す。デフォルトは 4096 バイトです。

• （任意）min-file-sizeには、ロギング ファイルの最小サイズを
指定します。指定できる範囲は 1024 ～ 2147483647 バイトで
す。デフォルトは 2048 バイトです。

• （任意）severity-level-number | typeには、ロギング重大度また
はロギング タイプを指定します。指定できる重大度の範囲
は 0 ～ 7 です。ロギング タイプのキーワードのリストにつ
いては、表 30-3（p.30-10）を参照してください。デフォルト
では、ログ ファイルは debugging メッセージおよび数値的に
下位のレベルを受信します。

ステップ 5 end イネーブル EXEC モードに戻ります。



第 30章      システム メッセージ ロギングの設定
システム メッセージ ロギングの設定

30-7
Catalyst 3750 スイッチ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

78-16180-06-J

logging buffered グローバル コンフィギュレーション コマンドは、内部バッファにロギング メッ
セージをコピーします。バッファは循環するので、バッファがいっぱいになると新しいメッセージ

で古いメッセージが上書きされます。バッファにロギングされているメッセージを表示するには、

show loggingイネーブル EXEC コマンドを使用します。最初に表示されるのは、バッファ内で最も
古いメッセージです。バッファの内容を消去するには、clear loggingイネーブル EXEC コマンドを
使用します。

特定の Power over Ethernet（PoE）対応ポートで PoE イベントのロギングをイネーブルまたはディ
セーブルにするには、logging event power-inline-status インターフェイス コンフィギュレーション
コマンドを使用します。このようなポートにおけるロギングは、デフォルトでイネーブルになって

います。

コンソールへのロギングをディセーブルにするには、no logging console グローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。ファイルへのロギングをディセーブルにするには、no logging
file [severity-level-number | type]グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

ログ メッセージの同期化
非送信請求メッセージおよび debugイネーブル EXEC コマンドの出力を、送信請求デバイス出力お
よび特定のコンソール ポート回線または仮想端末回線のプロンプトと同期させることができます。
重大度に基づいて、非同期に出力するメッセージのタイプを特定したり、端末の非同期メッセージ

を廃棄する前に、これらを保存するバッファの最大数を設定することもできます。

非送信請求メッセージと debugコマンド出力の同期ロギングをイネーブルにすると、送信請求デバ
イス出力の表示または印刷後に、非送信請求デバイス出力がコンソールに表示または印刷されま

す。非送信請求メッセージと debugコマンド出力は、ユーザに入力を求めるプロンプトが表示され
たのち、コンソールに表示されます。非送信請求メッセージと debugコマンド出力が、送信請求デ
バイス出力およびプロンプトに挿入されることはありません。非送信請求メッセージが表示される

と、コンソールはユーザ プロンプトを再表示します。

同期ロギングを設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。この手順は任意
です。

ステップ 6 terminal monitor 現在のセッション中に、メッセージをコンソール以外の端末にロ

ギングします。

端末パラメータ設定コマンドはローカルに設定されていますが、

セッションの終了後は無効になります。セッションごとにこのス

テップを実行し、デバッグ メッセージを表示する必要がありま
す。

ステップ 7 show running-config 設定を確認します。

ステップ 8 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明
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非送信請求メッセージおよびデバッグ出力の同期をディセーブルにするには、no logging 
synchronous [level severity-level | all] [limit number-of-buffers]ライン コンフィギュレーション コマン
ドを使用します。

ログ メッセージのタイムスタンプのイネーブル化およびディセーブル化
デフォルトでは、ログ メッセージにタイムスタンプは付加されません。

ログ メッセージのタイムスタンプをイネーブルにするには、イネーブル EXEC モードで次の手順
を実行します。この手順は任意です。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 line [console | vty] line-number 
[ending-line-number]

メッセージの同期ロギング用に設定する回線を指定します。

• スイッチのコンソール ポートを経由して行う設定には、
consoleキーワードを使用します。

• 同期ロギングをイネーブルにする vty 回線を指定するには、
line vty line-number コマンドを使用します。Telnet セッショ
ンを経由して行う設定には、vty 接続を使用します。指定で
きる回線番号の範囲は 0 ～ 15 です。

次のように入力すると、16 個の vty 回線すべての設定を同時に変
更できます。

line vty 0 15

また、現在の接続に使用している 1 つの vty 回線の設定を変更す
ることもできます。たとえば、vty 回線 2 の設定を変更するには、
次のように入力します。

line vty 2

このコマンドを入力すると、ライン コンフィギュレーション
モードに変わります。

ステップ 3 logging synchronous [level [severity-level | 
all] | limit number-of-buffers]

メッセージの同期ロギングをイネーブルにします。

• （任意）level severity-level には、メッセージの重大度を指定
します。設定値以上の重大度を持つメッセージは、非同期で

出力されます。数値が低いほど重大度が高く、数値が高いほ

ど重大度が低くなります。デフォルト値は 2 です。

• （任意）level allを指定すると、重大度に関係なく、すべての
メッセージが非同期で出力されます。

• （任意）limit number-of-buffers には、新しいメッセージを廃
棄する前に、端末用のキューに入れられるバッファ数を指定

します。指定できる範囲は 0 ～ 2147483647 です。デフォル
トは 20 です。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show running-config 設定を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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デバッグおよびログ メッセージの両方のタイムスタンプをディセーブルにするには、no service
timestampsグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

次に、service timestamps log datetimeグローバル コンフィギュレーション コマンドをイネーブルに
した場合のロギング出力の一部の例を示します。

*Mar  1 18:46:11: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by vty2 (10.34.195.36) 
(Switch-2)

次に、service timestamps log uptimeグローバル コンフィギュレーション コマンドをイネーブルに
した場合のロギング出力の一部の例を示します。

00:00:46: %LINK-3-UPDOWN: Interface Port-channel1, changed state to up (Switch-2)

ログ メッセージのシーケンス番号のイネーブル化およびディセーブル化
複数のログ メッセージが同じタイムスタンプを持つ可能性があるので、シーケンス番号を表示する
と確実に 1 つのメッセージを参照できます。デフォルトでは、ログ メッセージにシーケンス番号は
表示されません。

ログ メッセージのシーケンス番号をイネーブルにするには、イネーブル EXEC モードで次の手順
を実行します。この手順は任意です。

シーケンス番号をディセーブルにするには、no service sequence-numbersグローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。

次に、シーケンス番号をイネーブルにした場合のロギング出力の一部の例を示します。

000019: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by vty2 (10.34.195.36) (Switch-2)

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 service timestamps log uptime

または

service timestamps log datetime [msec] 
[localtime] [show-timezone]

ログのタイムスタンプをイネーブルにします。

最初のコマンドはログ メッセージのタイムスタンプをイネーブ
ルにし、システムが再起動してからの時間を示します。

2 番めのコマンドは、ログ メッセージのタイムスタンプをイネー
ブルにします。選択したオプションに応じて、現地のタイムゾー

ンに基づく日付と時刻（ミリ秒）、タイムゾーン名をタイムスタ

ンプに入れることができます。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show running-config 設定を確認します。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 service sequence-numbers シーケンス番号をイネーブルにします。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show running-config 設定を確認します。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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メッセージの重大度の定義

メッセージの重大度（表 30-3を参照）を指定すると、選択したデバイスに表示されるメッセージを
限定できます。

メッセージの重大度を定義するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。この手順
は任意です。

（注） levelを指定すると、そのレベルと数値的に下位レベルのメッセージが出力先に表示されます。

コンソールへのロギングをディセーブルにするには、no logging console グローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。コンソール以外の端末へのロギングをディセーブルにするに
は、no logging monitorグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。Syslog サーバ
へのロギングをディセーブルにするには、no logging trapグローバル コンフィギュレーション コマ
ンドを使用します。

表 30-3 に、level キーワードについて説明します。また、対応する UNIX Syslog 定義も重大度の高
い順に示します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 logging console level コンソールにロギングされるメッセージを制限します。

デフォルトでは、コンソールは debugging メッセージおよび数値
的に下位のレベルを受信します（表 30-3 [p.30-10] を参照）。

ステップ 3 logging monitor level 端末回線にロギングされるメッセージを制限します。

デフォルトでは、端末は debugging メッセージおよび数値的に下
位のレベルを受信します（表 30-3 [p.30-10] を参照）。

ステップ 4 logging trap level Syslog サーバにロギングされるメッセージを制限します。

デフォルトでは、Syslog サーバは informational メッセージおよび
数値的に下位のレベルを受信します（表 30-3 [p.30-10] を参照）。

Syslog サーバの設定手順の詳細については、「UNIX Syslog サー
バの設定」（p.30-12）を参照してください。

ステップ 5 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 show running-config

または

show logging

設定を確認します。

ステップ 7 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

表 30-3 メッセージ ロギングの level キーワード

level キーワード レベル 説明 Syslog 定義

emergencies 0 システムが不安定 LOG_EMERG

alerts 1 ただちに対応が必要 LOG_ALERT

critical 2 クリティカル LOG_CRIT

errors 3 エラー LOG_ERR
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ソフトウェアでは、これ以外に 4 つのカテゴリのメッセージを生成します。

• ソフトウェアまたはハードウェアの誤動作に関するエラー メッセージ。warningsから
emergencies のレベルで表示されます。これらのメッセージは、スイッチの機能低下を示しま
す。誤動作から回復する方法については、このリリースに対応するシステム メッセージ ガイ
ドを参照してください。

• debugコマンドからの出力。debuggingレベルで表示されます。デバッグ コマンドを使用する
のは、通常 Technical Assistance Center のみです。

• インターフェイスの起動または停止の移行およびシステムの再起動メッセージ。notificationsレ
ベルで表示されます。このメッセージは単なる情報です。スイッチの機能に影響はありません。

• リロード要求および下位プロセス スタックのメッセージ。informational レベルで表示されま
す。このメッセージは単なる情報です。スイッチの機能に影響はありません。

履歴テーブルおよび SNMP に送信される Syslog メッセージの制限
snmp-server enable trap グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、SNMP（簡易
ネットワーク管理プロトコル）ネットワーク管理ステーションに送信する Syslog メッセージのト
ラップをイネーブルにしている場合は、送信されるメッセージのレベルおよびスイッチの履歴テー

ブルに保存されるメッセージのレベルを変更できます。履歴テーブルに保存されるメッセージ数を

変更することもできます。

SNMP トラップが宛先に到達する保証がないため、メッセージは履歴テーブルに保存されます。デ
フォルトでは、Syslog トラップがイネーブルになっていない場合でも、warningレベルと数値的に
下位レベル（表 30-3 [p.30-10] を参照）の 1 つのメッセージが、履歴テーブルに保存されます。

レベルと履歴テーブル サイズのデフォルト設定を変更するには、イネーブル EXEC モードで次の
手順を実行します。この手順は任意です。

warnings 4 警告 LOG_WARNING

notifications 5 正常だが、要注意 LOG_NOTICE

informational 6 通知目的のみのメッセージ LOG_INFO

debugging 7 デバッグ メッセージ LOG_DEBUG

表 30-3 メッセージ ロギングの level キーワード（続き）

level キーワード レベル 説明 Syslog 定義

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 logging history level1 履歴ファイルに保存され、SNMP サーバに送信される Syslog メッ
セージのデフォルト レベルを変更します。

level キーワードのリストについては、表 30-3（p.30-10）を参照
してください。

デフォルトでは、warnings、errors、critical、alerts、および
emergenciesメッセージが送信されます。

ステップ 3 logging history size number 履歴テーブルに保存できる Syslog メッセージの数を指定します。

デフォルトでは、1 つのメッセージが保存されます。指定できる
範囲は 0 ～ 500 メッセージです。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。
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履歴テーブルが満杯のとき（logging history sizeグローバル コンフィギュレーション コマンドで指
定されたメッセージ エントリの最大数を格納しているとき）は、最も古いメッセージ エントリが
テーブルから削除され、新しいメッセージ エントリが保存されます。

Syslog メッセージのロギングをデフォルト レベルに戻すには、no logging history グローバル コン
フィギュレーション コマンドを使用します。履歴テーブルのメッセージ数をデフォルト値に戻すに
は、no logging history sizeグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

UNIX Syslog サーバの設定
次に、UNIX サーバの Syslog デーモンを設定し、UNIX システム ロギング ファシリティを定義する
方法について説明します。

UNIX Syslog デーモンへのメッセージのロギング

UNIX Syslog サーバにシステム ログ メッセージを送信するには、事前に UNIX サーバで Syslog デー
モンを設定する必要があります。この手順は任意です。

ルート（root）としてログインし、次の手順を実行します。

（注） UNIX Syslog デーモンの最近のバージョンには、デフォルトでネットワークからの Syslog パケット
を受信しないものがあります。使用しているシステムが該当する場合は、UNIX の man syslogd コ
マンドを使用し、リモート Syslog メッセージのロギングをイネーブルにするために Syslog コマン
ド ラインに追加または削除する必要のあるオプションを判別してください。

ステップ 1 ファイル /etc/syslog.conf に次のような行を追加します。

local7.debug /usr/adm/logs/cisco.log

local7キーワードは、使用するロギング ファシリティを指定します。ファシリティの詳細について
は、表 30-4（p.30-13）を参照してください。debugキーワードは、Syslog レベルを指定します。重
大度の詳細については、表 30-3（p.30-10）を参照してください。Syslog デーモンは、重大度がこの
レベル以上であるメッセージを、次のフィールドで指定されているファイルに送信します。ファイ

ルが先に作成されていて、Syslog デーモンが書き込み権限を持っていることが必要となります。

ステップ 2 UNIX のシェルプロンプトで次のコマンドを入力し、ログファイルを作成します。

$ touch /var/log/cisco.log
$ chmod 666 /var/log/cisco.log

ステップ 5 show running-config 設定を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

1. level キーワードおよび重大度については、表 30-3を参照してください。SNMP 使用の場合は、重大度の値が 1 ずつ大きくなりま
す。たとえば、emergencies は 0 ではなく 1、critical は 2 ではなく 3 になります。

コマンド 説明
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ステップ 3 Syslog デーモンが新しい変更を読み取っていることを確認します。

$ kill -HUP `cat/etc/syslog.pid`

詳細については、使用している UNIX システムの man syslog.confおよび man syslogdコマンドを参
照してください。

UNIX システム ロギング ファシリティの設定

外部のデバイスにシステム ログ メッセージを送信すると、スイッチはそのメッセージがどの UNIX
Syslog ファシリティから発信されたかを識別します。

UNIX システム ファシリティのメッセージ ロギングを設定するには、イネーブル EXEC モードで次
の手順を実行します。この手順は任意です。

Syslog サーバを削除するには、no logging hostグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用
し、Syslog サーバの IP アドレスを指定します。Syslog サーバへのロギングをディセーブルにするに
は、no logging trapグローバル コンフィギュレーション コマンドを実行します。

表 30-4に、ソフトウェアでサポートされている UNIX システム ファシリティを示します。このファ
シリティの詳細については、使用している UNIX オペレーティング システムのオペレータ向けマ
ニュアルを参照してください。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 logging host IP アドレスを入力し、UNIX Syslog サーバ ホストにメッセージを
ロギングします。

ロギング メッセージを受信する Syslog サーバのリストを作成す
るには、複数回このコマンドを実行します。

ステップ 3 logging trap level Syslog サーバにロギングされるメッセージを制限します。

デフォルトでは、Syslog サーバは informational メッセージより下
位のメッセージを受信します。level キーワードについては、表
30-3（p.30-10）を参照してください。

ステップ 4 logging facility facility-type Syslog ファシリティを設定します。facility-typeキーワードについ
ては、表 30-4（p.30-13）を参照してください。

デフォルトは local7です。

ステップ 5 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 show running-config 設定を確認します。

ステップ 7 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

表 30-4 ロギング facility-type キーワード

facility-type キーワード  説明

auth 許可システム

cron cron ファシリティ

daemon システム デーモン

kern カーネル
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ロギング設定の表示

ロギング設定およびログ バッファの内容を表示するには、show loggingイネーブル EXEC コマンド
を使用します。この出力内のフィールドについては、『Cisco IOS Configuration Fundamentals Command
Reference』 Release 12.2 を参照してください。

local0 ～ 7 ローカルに定義されたメッセージ

lpr ライン プリンタ システム

mail メール システム

news USENET ニュース

sys9 ～ 14 システムが使用

syslog システム ログ

user ユーザ プロセス

uucp UNIX 間コピー システム

表 30-4 ロギング facility-type キーワード（続き）

facility-type キーワード  説明
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31

SNMP の設定

この章では、Catalyst 3750スイッチに SNMP（簡易ネットワーク管理プロトコル）を設定する方法
について説明します。特に明記しないかぎり、スイッチという用語はスタンドアロン スイッチおよ
びスイッチ スタックを意味します。

（注） この章で使用されるコマンドの構文および使用方法の詳細については、このリリースに対応するコ

マンド リファレンス、および『Cisco IOS Configuration Fundamentals Command Reference』 Release 12.2
を参照してください。

この章で説明する内容は、次のとおりです。

• SNMP の概要（p.31-2）

• SNMP の設定（p.31-7）

• SNMP ステータスの表示（p.31-18）
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SNMP の概要
SNMP はアプリケーション レイヤ プロトコルで、マネージャとエージェント間の通信用メッセー
ジ形式を規定します。SNMP システムは、SNMP マネージャ、SNMP エージェント、および 
Management Information Base（MIB ; 管理情報ベース）で構成されます。SNMP マネージャは、
CiscoWorks などの Network Management System（NMS; ネットワーク管理システム）の一部に組み入
れることができます。エージェントおよび MIB はスイッチ上で動作します。スイッチに SNMP を
設定するには、マネージャとエージェント間の関係を定義します。

SNMP エージェントは MIB 変数を格納し、SNMP マネージャは、この変数の値を要求または変更で
きます。マネージャは、エージェントから値を取得したり、エージェントに値を保管することもで

きます。エージェントは、デバイス パラメータおよびネットワーク データに関する情報の保管場
所である MIB からデータを収集します。また、エージェントはマネージャから要求されるデータ
取得または設定に対応します。

エージェントは、非送信請求トラップをマネージャに送信します。トラップとは、ネットワーク上

のある状態を SNMP マネージャに通知するメッセージです。トラップは、不正なユーザ認証、再起
動、リンクのステータス（アップまたはダウン）、MAC（メディア アクセス制御）アドレス追跡、
TCP 接続の切断、ネイバとの接続の切断、その他の重要なイベントを意味します。

Catalyst 3750 では、スイッチ スタック全体の SNMP 要求およびトラップがスタック マスターで処
理されます。スタック マスターは、すべてのスタック メンバーに関連する要求またはトラップを
トランスペアレントに管理します。新しいスタック マスターが選択されると、新しいマスターが以
前のスタック マスターの設定に従って SNMP 要求およびトラップの処理を継続します。SNMP 管
理ステーションとの IP 接続は、新しいマスターが制御を引き継いだあとも、有効であるとみなさ
れます。

スイッチ スタックの詳細については、第 5 章「スイッチ スタックの管理」を参照してください。

ここでは、次の概要について説明します。

• SNMP のバージョン（p.31-2）

• SNMP マネージャの機能（p.31-4）

• SNMP エージェントの機能（p.31-4）

• SNMP コミュニティ ストリング（p.31-4）

• SNMP による MIB 変数へのアクセス（p.31-5）

• SNMP 通知（p.31-5）

• SNMP ifIndex MIB オブジェクト値（p.31-6）

SNMP のバージョン
このソフトウェア リリースでは、次の SNMP バージョンをサポートしています。

• SNMPv1 ― SNMP、完全インターネット標準（RFC 1157 に定義）

• SNMPv2C では、SNMPv2Classic のパーティベース管理およびセキュリティ フレームワークが
SNMPv2C のコミュニティストリングベース管理フレームワークに置き換えられ、従来の
SNMPv2Classic の一括検索を保持し、エラー処理能力が改良されています。SNMPv2C の機能
は次のとおりです。

－ SNMPv2 ― SNMP のバージョン 2。インターネット標準草案（RFC 1902 ～ 1907 に定義）

－ SNMPv2C ― SNMPv2 に対応するコミュニティストリングベース管理フレームワーク。実
験的インターネット プロトコル（RFC 1901 に定義）

• SNMPv3 ― SNMP のバージョン 3 は、RFC 2273 ～ 2275 に定義された相互運用可能な標準ベー
ス プロトコルです。SNMPv3 はネットワーク経由でパケットの認証および暗号化を行い、デバ
イスへの安全なアクセスを実現します。以下のセキュリティ機能が組み込まれています。
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－ メッセージ整合性 ― パケットが送信中に不正に変更されないようにします。

－ 認証 ― メッセージの送信元が有効かどうか判別します。

－ 暗号化 ― パッケージの内容をスクランブルし、不正送信元に読み取られないようにしま
す。

（注） 暗号化を選択する場合は、privキーワードを指定します。このキーワードは、暗
号化ソフトウェア イメージがインストールされている場合のみ使用できます。

SNMPv1 と SNMPv2C は、ともにコミュニティベース形式のセキュリティを使用します。エージェ
ントの MIB にアクセスできるマネージャのコミュニティは、IP アドレスのアクセス制御リストと
パスワードによって定義されています。

SNMPv2C には、一括検索メカニズムと管理ステーションへのより詳細なエラー メッセージ報告機
能が組み込まれています。一括検索メカニズムは表や大量の情報を検索し、必要なラウンドトリッ

プ数を最小限にします。SNMPv2C の改良されたエラー処理には、各種のエラー状況を区別する拡
張エラー コードが組み込まれています。エラー状況は、SNMPv1 の単一のエラー コードを使用し
て報告されます。SNMPv2C のエラー リターン コードが、エラー タイプを報告します。

SNMPv3 は、セキュリティ モデルとセキュリティ レベルの両方を備えています。セキュリティ モ
デルは、ユーザおよびそのユーザが所属するグループに対して設定する認証方法です。セキュリ

ティ レベルは、1 つのセキュリティ モデルの中で許可されるセキュリティのレベルを表します。セ
キュリティ モデルとセキュリティ レベルの組み合わせによって、SNMP パケットを処理するとき
に使用するセキュリティ メカニズムが決まります。使用可能なセキュリティ モデルは SNMPv1、
SNMPv2C、および SNMPv3 です。

表 31-1に、セキュリティ モデルおよびセキュリティ レベルをさまざまに組み合わせた場合の特性
を示します。

管理ステーションがサポートする SNMP のバージョンを使用するには、SNMP エージェントを設定
する必要があります。エージェントは複数のマネージャと通信できるため、SNMPv1、SNMPv2C、
または SNMPv3 による通信をサポートするようにソフトウェアを設定できます。

表 31-1 SNMP セキュリティ モデルおよびレベル

モデル レベル 認証 暗号化 結果

SNMPv1 noAuthNoPriv コミュニティ スト
リング

なし 認証にコミュニティ ストリングの照合を使用しま
す。

SNMPv2C noAuthNoPriv コミュニティ スト
リング

なし 認証にコミュニティ ストリングの照合を使用しま
す。

SNMPv3 noAuthNoPriv ユーザ名 なし 認証にユーザ名の照合を使用します。

SNMPv3 authNoPriv MD5 または SHA なし HMAC-MD5 または HMAC-SHA アルゴリズムに基
づいて認証を行います。

SNMPv3 authPriv
（暗号化ソフトウェア

イメージが必要）

MD5 または SHA DES HMAC-MD5 または HMAC-SHA アルゴリズムに基
づいて認証を行います。

CBC-DES（DES-56）標準に基づく認証のほかに、
DES（56 ビット）暗号化を行います。
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SNMP マネージャの機能
SNMP マネージャは MIB 情報を使用し、表 31-2に示す動作を実行します。

SNMP エージェントの機能
SNMP エージェントは、次のように SNMP マネージャの要求に応答します。

• MIB 変数の取得 ― SNMP エージェントは、NMS からの要求に応答してこの機能を開始します。
エージェントは、要求された MIB 変数の値を取得し、その値で NMS に応答します。

• MIB 変数の設定 ― SNMP エージェントは、NMS からのメッセージに応答してこの機能を開始
します。SNMP エージェントは、MIB 変数の値を NMS から要求された値に変更します。

また、SNMP エージェントは非送信請求トラップ メッセージを送信し、エージェントで重要なイベ
ントが発生したことを NMS に通知します。トラップ条件の例には、ポートまたはモジュールが起
動または停止した場合、スパニングツリー トポロジーの変更が発生した場合、認証障害が発生した
場合などがありますが、これに限定されません。

SNMP コミュニティ ストリング
SNMP コミュニティ ストリングは MIB オブジェクトへのアクセスを認証し、内蔵パスワードとし
て機能します。NMS がスイッチにアクセスするには、NMS 上のコミュニティ ストリングの定義が、
スイッチ上の 3 つのコミュニティ ストリングの定義と 1 つまたは複数一致する必要があります。

コミュニティ ストリングは、次のいずれかの属性を持ちます。

• read-only（RO） ― 許可した管理ステーションに、コミュニティ ストリングを除く MIB 内のオ
ブジェクトすべてに対する読み取りアクセス権を与えます。ただし、書き込みアクセスは許可

しません。

• read-write（RW） ― 許可した管理ステーションに、MIB 内のオブジェクトすべてに対する読み
取りおよび書き込みアクセス権を与えます。ただし、コミュニティ ストリングへのアクセスは
許可しません。

• クラスタを作成すると、コマンド スイッチがメンバー スイッチと SNMP アプリケーション間
のメッセージ交換を管理します。Network Assistant ソフトウェアは、コマンド スイッチ上で最
初に設定された RW および RO コミュニティ ストリングにメンバー スイッチ番号（@esN、N
はスイッチ番号）を追加し、これらのストリングをメンバー スイッチに伝播します。詳細につ
いては、第 6 章「スイッチのクラスタ設定」および Cisco.com から入手できる『Getting Started
with Cisco Network Assistant』を参照してください。

表 31-2 SNMP の動作

動作 説明

get-request 特定の変数から値を取得します。

get-next-request テーブル内の変数から値を取得します。1

1. この動作では、SNMP マネージャに正確な変数名を認識させる必要はありません。テーブル内を順に検索し、必
要な変数を検出します。

get-bulk-request2

2. get-bulkコマンドが機能するのは SNMPv2 以降に限られます。

テーブルの複数行など、大きなデータブロックを取得します。小さなデータ

ブロックを何回も送信する必要はありません。

get-response NMS から送られる get-request、get-next-request、および set-request に応答しま
す。

set-request 特定の変数に値を格納します。

trap イベントの発生時に、SNMP エージェントから SNMP マネージャに送られる、
非送信請求メッセージです。
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SNMP による MIB 変数へのアクセス
NMS の一例は、CiscoWorks ネットワーク管理ソフトウェアです。CiscoWorks2000 ソフトウェアは、
スイッチの MIB 変数を使用してデバイスの変数を設定し、ネットワーク上のデバイスに対するポー
リングを実行して特定の情報を入手します。ポーリング結果は、グラフ形式で表示されます。この

結果を分析して、インターネットワーキングに関する問題のトラブルシューティング、ネットワー

ク パフォーマンスの改善、デバイスの設定の確認、トラフィック負荷のモニタなどを行うことがで
きます。

図 31-1に示すように、SNMP エージェントは MIB からデータを収集します。エージェントは SNMP
マネージャに対してトラップ（特定イベントの通知）を送信し、SNMP マネージャはトラップを受
信してそれを処理します。トラップは、ネットワーク上で発生した不正なユーザ認証、再起動、リ

ンク ステータス（アップまたはダウン）、MAC アドレス追跡などに関する条件を SNMP マネージャ
に通知します。SNMP エージェントはさらに、SNMP マネージャから get-request、get-next-request、
および set-request形式で送られる MIB 関連のクエリーに応答します。

図 31-1 SNMP ネットワーク

サポートされている MIB とそのアクセス方法については、付録 A「サポートされている MIB」を
参照してください。

SNMP 通知
SNMP を使用すると、スイッチは特定のイベントが発生したときに SNMP マネージャに通知を送信
できます。SNMP 通知は、トラップまたはインフォーム要求として送信できます。コマンド構文内
に、トラップまたはインフォームを選択するオプションが指定されていない場合、キーワード traps
はトラップまたはインフォーム、あるいはその両方を表します。SNMP 通知をトラップまたはイン
フォームのどちらで送信するかを指定するには、snmp-server hostコマンドを使用します。

（注） SNMPv1 はインフォームをサポートしていません。

レシーバーはトラップの受信時に確認応答を送信しないため、トラップは信頼性が低く、送信側は

トラップが受信されたかどうかを判別できません。SNMP マネージャはインフォーム要求を受信す
ると、SNMP 応答 Protocol Data Unit（PDU; プロトコル データ ユニット）を使用してメッセージを
確認します。送信側が応答を受信しない場合は、インフォーム要求を再送信します。このため、イ

ンフォームの方がトラップよりも目的の宛先に到達する可能性が高くなります。

get-request get-next-request
get-bulk set-request

get-response

43
58

1

SNMP 

NMS

MIB 
SNMP 
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インフォームはトラップよりも信頼性が高いため、スイッチおよびネットワーク内のリソースの消

費量も多くなります。送信後すぐに廃棄されるトラップと異なり、インフォーム要求は応答を受信

するか、または要求が時間切れになるまでメモリ内に保持されます。トラップの送信は 1 回限りで
すが、インフォームは何回も再送信されたり、再試行されることがあります。再試行が繰り返され

るとトラフィックが増加し、ネットワークのオーバーヘッドが大きくなるため、トラップおよびイ

ンフォームを使用する場合は信頼性とリソースのどちらを重視するかの選択が必要となります。

SNMP マネージャですべての通知を受信することが重要な場合はインフォーム要求を使用し、ネッ
トワーク トラフィックまたはスイッチのメモリが重要で、通知が必要ない場合は、トラップを使用
します。

SNMP ifIndex MIB オブジェクト値
NMS では、IF-MIB によって interface index（ifIndex）オブジェクト値の生成および割り当てが行わ
れます。この値は、物理または論理インターフェイスを識別する 0 より大きな一意の数です。ス
イッチが再起動するか、スイッチ ソフトウェアがアップグレードされても、スイッチはインター
フェイスで同じ値を使用します。たとえば、スイッチがポート 2 に 10003 の ifIndex 値を割り当て
た場合、この値はスイッチの再起動後も変わりません。

スイッチはインターフェイスに ifIndex 値を割り当てる場合に、表 31-3に記載されている値の 1 つ
を使用します。

（注） スイッチが範囲内の値を順番に使用するとは限りません。

表 31-3 ifIndex 値

インターフェイス タイプ ifIndex 範囲

SVI1

1. SVI = Switch Virtual Interface：スイッチ仮想インターフェイス

1～ 4999

EtherChannel 5000～ 5012

ループバック 5013～ 5077

トンネル 5078～ 5142

物理（ギガビット イーサネットまたは SFP2モジュール インターフェ
イスなど）

2. SFP = Small Form-Factor Pluggable

10000～ 14500 

ヌル 14501
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SNMP の設定
ここでは、次の設定について説明します。

• SNMP のデフォルト設定（p.31-7）

• SNMP 設定時の注意事項（p.31-7）

• SNMP エージェントのディセーブル化（p.31-8）

• コミュニティ ストリングの設定（p.31-9）

• SNMP グループおよびユーザの設定（p.31-10）

• SNMP 通知の設定（p.31-12）

• エージェント コンタクトおよびロケーションの設定（p.31-16）

• SNMP 経由で使用する TFTP サーバの制限（p.31-16）

• SNMP の例（p.31-17）

SNMP のデフォルト設定
表 31-4に、SNMP のデフォルト設定を示します。

SNMP 設定時の注意事項
スイッチが起動し、スイッチ スタートアップ コンフィギュレーションに少なくとも 1 つの
snmp-serverグローバル コンフィギュレーション コマンドが含まれる場合、SNMP エージェントは
イネーブルです。

SNMP グループは、SNMP ユーザを SNMP ビューにマッピングするテーブルです。SNMP ユーザ
は、SNMP グループのメンバーです。SNMP ホストは、SNMP トラップ動作の受信側です。SNMP
エンジン IDは、ローカルまたはリモート SNMP エンジンの名前です。

SNMP を設定する場合の注意事項は、次のとおりです。

• SNMP グループを設定する場合は、通知ビューを指定しないでください。snmp-server host グ
ローバル コンフィギュレーション コマンドを使用すると、ユーザ用の通知ビューが自動生成
され、そのユーザに関連付けられたグループに追加されます。グループの通知ビューを変更す

ると、そのグループに関連付けられたすべてのユーザに影響を与えます。通知ビューを設定す

る時期については、『Cisco IOS Configuration Fundamentals Command Reference』 Release 12.2 を参
照してください。

表 31-4 SNMP のデフォルト設定

機能 デフォルト設定

SNMP エージェント ディセーブル1

1. これは、スイッチが起動し、スタートアップ コンフィギュレーションに snmp-serverグローバル コンフィギュ
レーション コマンドが含まれていない場合のデフォルトです。

SNMP トラップ レシーバー 設定なし

SNMP トラップ TCP 接続のトラップ（tty）を除きイネーブルなし 

SNMP バージョン version キーワードを指定しない場合、デフォルトはバージョン 1
です。

SNMPv3 認証 キーワードを指定しない場合、デフォルトは

noauth（noAuthNoPriv）セキュリティ レベルです。

SNMP 通知タイプ タイプを指定しない場合、すべての通知が送信されます。
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• リモート ユーザを設定するには、ユーザが所属するデバイスのリモート SNMP エージェント
の IP アドレスまたはポート番号を指定します。

• 特定のエージェントのリモート ユーザを設定する前に、snmp-server engineIDグローバル コン
フィギュレーション コマンドで remoteオプションを指定し、SNMP エンジン ID を設定してく
ださい。リモート エージェントの SNMP エンジン ID およびユーザ パスワードは、認証および
プライバシ ダイジェストを計算するために使用されます。リモート エンジン ID を先に設定し
ないと、コンフィギュレーション コマンドは失敗します。

• SNMP インフォームを設定する場合は、SNMP データベース内のリモート エージェントの
SNMP エンジン ID を設定してから、プロキシ要求またはインフォームを送信できます。

• ローカル ユーザがリモート ホストに関連付けられていない場合、スイッチは auth（authNoPriv）
および priv（authPriv）認証レベルのインフォームを送信しません。

• SNMP エンジン ID の値を変更すると、重大な悪影響を及ぼします。（コマンドラインから入力
した）ユーザのパスワードは、パスワードおよびローカル エンジン ID に基づいて MD5 または
SHA セキュリティ ダイジェストに変換されます。コマンドライン パスワードはその後、RFC
2274 の要求に従って破棄されます。この破棄が原因で、エンジン ID の値が変更されると、
SNMPv3 ユーザのセキュリティ ダイジェストが無効になるので、snmp-server user usernameグ
ローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して SNMP ユーザを再設定する必要があり
ます。同様に、エンジン ID が変更された場合は、コミュニティ ストリングを再設定する必要
があります。

SNMP エージェントのディセーブル化
SNMP エージェントをディセーブルにするには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行しま
す。

 no snmp-serverグローバル コンフィギュレーション コマンドは、デバイス上で実行されているす
べてのバージョン（バージョン 1、バージョン 2C、およびバージョン 3）をディセーブルにします。
SNMP をイネーブルにする特定の Cisco IOS コマンドはありません。最初に入力する snmp-serverグ
ローバル コンフィギュレーション コマンドによって、SNMP のすべてのバージョンがイネーブル
になります。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 no snmp-server SNMP エージェントの動作をディセーブルにします。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show running-config 設定を確認します。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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コミュニティ ストリングの設定
SNMP マネージャとエージェント間の関係を定義するには、SNMP コミュニティ ストリングを使用
します。コミュニティ ストリングはパスワードと同様に機能し、スイッチのエージェントへのアク
セスを許可します。任意で、ストリングに関連付けられた次の特性を 1 つまたは複数指定できます。

• エージェントへアクセスするコミュニティ ストリングの使用が許可されている、SNMP マネー
ジャの IP アドレスに関するアクセス リスト。

• MIB ビュー。指定のコミュニティにアクセス可能な全 MIB オブジェクトのサブセットを定義
します。

• コミュニティにアクセス可能な MIB オブジェクトの読み取りおよび書き込み権限、または読み
取り専用権限。

スイッチ上でコミュニティ ストリングを設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実
行します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 snmp-server community string [view 
view-name] [ro | rw] [access-list-number]

コミュニティ ストリングを設定します。

• string には、パスワードのように機能し、SNMP プロトコル
へのアクセスを許可するストリングを指定します。任意の長

さで、1 つまたは複数のコミュニティ ストリングを設定でき
ます。

• （任意）viewには、コミュニティにアクセス可能なビュー レ
コードを指定します。

• （任意）許可した管理ステーションに MIB オブジェクトを検
索させる場合は読み取り専用（ro）、MIB オブジェクトを検
索して変更させる場合は読み取り /書き込み（rw）を指定し
ます。デフォルトでは、コミュニティ ストリングはすべて
のオブジェクトへの読み取り専用アクセスを許可します。

• （任意）access-list-numberには、1 ～ 99 および 1300 ～ 1999
の範囲で標準の IP アクセス リスト番号を入力します。

ステップ 3 access-list access-list-number {deny | 
permit} source [source-wildcard]

（任意）ステップ 2 で標準の IP アクセス リスト番号を指定した
場合はリストを作成し、必要な回数だけこのコマンドを繰り返し

ます。

• access-list-numberには、ステップ 2 で指定したアクセス リス
ト番号を入力します。

• deny キーワードを指定すると、条件が一致した場合にアク
セスが拒否されます。permitキーワードを指定すると、条件
が一致した場合にアクセスが許可されます。

• sourceには、エージェントへアクセスするコミュニティ スト
リングの使用が許可されている SNMP マネージャの IP アド
レスを入力します。

• （任意）source-wildcard を指定する場合は、送信元に適用す
るワイルドカード ビットをドット付き 10 進表記で入力しま
す。無視するビット位置に 1 を配置します。

アクセス リストの末尾には、すべてに適用される暗黙の拒否ス
テートメントが常に存在することに注意してください。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。
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（注） SNMP コミュニティのアクセスをディセーブルにするには、そのコミュニティに対するコミュニ
ティ ストリングをヌル ストリングに設定します（コミュニティ ストリングに値を入力しない）。

特定のコミュニティ ストリングを削除するには、no snmp-server community stringグローバル コン
フィギュレーション コマンドを使用します。

次に、SNMP にストリング comaccessを割り当て、読み取り専用アクセスを許可し、IP アクセス リ
スト 4 がコミュニティ ストリングを使用してスイッチの SNMP エージェントにアクセスするよう
指定する方法を示します。

Switch(config)# snmp-server community comaccess ro 4

SNMP グループおよびユーザの設定
スイッチ上のローカルまたはリモート SNMP サーバ エンジンに、識別名（エンジン ID）を指定で
きます。SNMP ユーザを SNMP ビューにマッピングする SNMP サーバ グループを設定し、SNMP
グループに新規ユーザを追加できます。

スイッチ上で SNMP を設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

ステップ 5 show running-config 設定を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 snmp-server engineID {local 
engineid-string | remote ip-address 
[udp-port port-number] engineid-string}

SNMP のローカル コピーまたはリモート コピーのいずれかの名
前を設定します。

• engineid-stringは、SNMP のコピー名を含む 24 文字の ID ス
トリングです。後続の値がゼロの場合、エンジン ID に 24 文
字すべてを指定する必要はありません。後続値がすべてゼロ

となる位置まで、エンジン ID の一部を指定します。たとえ
ば、123400000000000000000000 のエンジン ID を設定する場
合は、snmp-server engineID local 1234 と入力します。

• remote を選択した場合は、SNMP のリモート コピーが格納
されたデバイスの ip-address、および任意でリモート デバイ
ス上の UDP ポートを指定します。デフォルト値は 162 です。
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ステップ 3 snmp-server group groupname {v1 | v2c | 
v3 {auth | noauth | priv}} [read readview] 
[write writeview] [notify notifyview] [access 
access-list]

リモート デバイスに新規の SNMP グループを設定します。

• groupnameには、グループ名を指定します。

• セキュリティ モデルを指定します。

－ v1 は、使用可能なセキュリティ モデルのうち、安全性
が最も低いモデルです。

－ v2c は、2 番めに安全性が低いモデルです。このモデル
を使用すると、インフォームおよび整数を標準の 2 倍の
幅で伝送できます。

－ v3は最も安全性が高いモデルで、認証レベルを選択する
必要があります。

auth ― Message Digest 5（MD5）および Secure Hash 
Algorithm（SHA）パケット認証をイネーブルにします。
noauth ― noAuthNoPriv セキュリティ レベルをイネーブ
ルにします。キーワードを指定しない場合は、このレベ
ルがデフォルトです。

priv ― Data Encryption Standard（DES; データ暗号化規格）
パケット暗号化（別名プライバシ）をイネーブルにしま
す。

（注） privキーワードは、暗号化ソフトウェア イメージがイン
ストールされている場合のみ使用できます。

• （任意）read readviewには、エージェントの内容表示のみが
可能なビューの名前を示すストリング（64 文字以下）を指
定します。

• （任意）write writeviewには、データを入力してエージェント
の内容を設定するビューの名前を示すストリング（64 文字
以下）を指定します。

• （任意）notify notifyviewには、通知、インフォーム、または
トラップを指定するビューの名前を示すストリング（64 文
字以下）を指定します。

• （任意）access access-listには、アクセス リストの名前を示す
ストリング（64 文字以下）を指定して、入力します。

コマンド 説明
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SNMP 通知の設定
トラップ マネージャは、トラップを受信して処理する管理ステーションです。トラップは、特定の
イベントが発生した場合に、スイッチが生成するシステム アラートです。デフォルトでトラップ
マネージャは定義されていないため、トラップは送信されません。Cisco IOS リリースが稼働する
スイッチでは、無制限にトラップ マネージャを設定できます。

（注） 多くのコマンドは、コマンド構文内でワード traps を使用します。トラップまたはインフォームを
選択するオプションがコマンド内に指定されていない場合、キーワード traps はトラップまたはイ
ンフォーム、あるいはその両方を表します。SNMP 通知をトラップまたはインフォームのどちらで
送信するかを指定するには、snmp-server hostグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用
します。

表 31-5に、サポートされているスイッチのトラップ（通知タイプ）を示します。これらのトラップ
の一部または全部をイネーブルにし、トラップ マネージャがトラップを受信するように設定できま
す。

ステップ 4 snmp-server user username groupname 
{remote host [udp-port port]} {v1 [access 
access-list] | v2c [access access-list] | v3 
[encrypted] [access access-list] [auth 
{md5 | sha} auth-password]}

SNMP グループに新規ユーザを追加します。

• usernameは、エージェントに接続されたホスト上のユーザ名
です。

• groupnameは、ユーザが関連付けられているグループの名前
です。

• （ユーザが属するリモート SNMP エンティティおよびホスト
名を指定する場合は、remote を入力します。このエンティ
ティの IP アドレスを指定する場合は、さらにオプションの
UDP ポート番号を指定します。デフォルト値は 162 です。

• SNMP バージョン番号（v1、v2c、または v3）を入力します。
v3を入力する場合は、次のオプションを使用します。

－ encrypted ― パスワードが暗号化形式で表示されるよう
に指定します。このキーワードは、v3キーワードが指定
されている場合のみ、使用できます。

－ auth ― 認証レベル設定セッションです。HMAC-MD5-96
（md5）または HMAC-SHA-96（sha）認証レベルのいず
れかを指定でき、パスワード ストリング（64 文字以下）
が必要となります。

• （任意）access access-listには、アクセス リストの名前を示す
ストリング（64 文字以下）を指定して、入力します。

ステップ 5 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 show running-config 設定を確認します。

ステップ 7 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明
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表 31-5 スイッチの通知タイプ

通知タイプの
キーワード 説明

bgp Border Gateway Protocol（BGP）ステート変更トラップを生成します。このオ
プションは、Enhanced Multilayer Image（EMI;拡張マルチレイヤ イメージ）が
インストールされている場合のみ使用できます。

bridge STP ブリッジ MIB トラップを生成します。

cluster クラスタ設定の変更時にトラップを生成します。

config SNMP 設定の変更時にトラップを生成します。

config-copy SNMP コピー設定の変更時にトラップを生成します。

entity SNMP エンティティの変更時にトラップを生成します。

envmon 環境モニタ トラップを生成します。ファン、シャットダウン、ステータス、
電源装置、温度の環境トラップの一部またはすべてをイネーブルにできます。

flash SNMP FLASH 通知を生成します。オプションとして、フラッシュの追加また
は削除に関する通知をイネーブルにできます。このようにすると、スタック

からスイッチを削除するか、またはスタックにスイッチを追加した場合に（物

理的な取り外し、電源のオフ /オン、またはリロードの場合に）、トラップが
発行されます。

fru-ctrl エンティティ Field-Replaceable Unit（FRU）制御トラップを生成します。ス
イッチ スタックでは、このトラップはスタックに対するスイッチの追加また
は削除を意味します。

hsrp Hot Standby Router Protocol（HSRP）の変更時にトラップを生成します。

ipmulticast IP マルチキャスト ルーティングの変更時にトラップを生成します。

mac-notification MAC アドレス通知のトラップを生成します。

msdp Multicast Source Discovery Protocol（MSDP）の変更時にトラップを生成します。

ospf Open Shortest Path First（OSPF）変更時にトラップを生成します。シスコ固有、
エラー、Link State Advertisement（LSA; リンク ステート アドバタイズ）、レー
ト制限、再送信、ステート変更のトラップの一部またはすべてをイネーブル

にすることができます。

pim Protocol-Independent Multicast（PIM）の変更時にトラップを生成します。無効
な PIM メッセージ、ネイバ変更、および Rendezvous Point（RP; ランデブー ポ
イント）マッピング変更のトラップの一部またはすべてをイネーブルにでき

ます。

port-security SNMP ポート セキュリティ トラップを生成します。秒当たりの最大トラップ
レートを設定することもできます。指定できる範囲は 0 ～ 1000 です。デフォ
ルトは 0（レート制限なし）です。

rtr SNMP Response Time Reporter（RTR）に対してトラップを生成します。

snmp 認証、コールド スタート、ウォーム スタート、リンク アップ、リンク ダウ
ン時の SNMP タイプ通知のトラップを生成します。

storm-control SNMP ストーム制御のトラップを生成します。秒当たりの最大トラップ レー
トを設定することもできます。指定できる範囲は、0 ～ 1000 です。デフォル
トは 0 です（制限がありません。トラップは、ストーム制御が発生するたび
に送信されます）。

stpx SNMP STP 拡張 MIB トラップを生成します。

syslog SNMP Syslog トラップを生成します。
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（注） cpu [threshold] キーワードは、コマンドラインのヘルプ ストリングに表示されますが、サポートさ
れていません。SNMP インフォーム通知の送信をイネーブルにするには、snmp-server enable traps
グローバル コンフィギュレーション コマンドと、snmp-server host host-addr informsグローバル コ
ンフィギュレーション コマンドを併せて使用します。 

表 31-5に示す通知タイプを受信する場合は、特定のホストに対して snmp-server hostグローバル コ
ンフィギュレーション コマンドを実行します。

ホストにトラップまたはインフォームを送信するようにスイッチを設定するには、イネーブル

EXEC モードで次の手順を実行します。

tty TCP 接続時にトラップを生成します。このトラップは、デフォルトでイネー
ブルに設定されています。

vlan-membership SNMP VLAN メンバーシップの変更時にトラップを生成します。

vlancreate SNMP VLAN 作成トラップを生成します。

vlandelete SNMP VLAN 削除トラップを生成します。

vtp VLAN Trunk Protocol（VTP;VLAN トランク プロトコル）の変更時にトラップ
を生成します。

表 31-5 スイッチの通知タイプ（続き）

通知タイプの
キーワード 説明

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 snmp-server engineID remote ip-address 
engineid-string

リモート ホストのエンジン ID を指定します。

ステップ 3 snmp-server user username groupname 
{remote host [udp-port port]} {v1 [access 
access-list] | v2c [access access-list] | v3 
[encrypted] [access access-list] [auth 
{md5 | sha} auth-password]}

ステップ 2 で作成したリモート ホストに対応する SNMP ユーザ
を設定します。

（注） アドレスに対してリモート ユーザを設定する場合は、最
初にそのリモート ホストのエンジン ID を設定する必要
があります。そうしないと、エラー メッセージを受信し
てコマンドが実行されません。

ステップ 4 snmp-server group groupname {v1 | v2c | 
v3 {auth | noauth | priv}} [read readview] 
[write writeview] [notify notifyview] [access 
access-list]

SNMP グループを設定します。
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snmp-server hostコマンドは、通知を受信するホストを指定します。snmp-server enable trapコマン
ドは、指定された通知（トラップまたはインフォーム用）のメカニズムをグローバルにイネーブル

にします。インフォームを受信するホストをイネーブルにするには、ホストに対して snmp-server
host informsコマンドを設定し、snmp-server enable trapsコマンドを使用してインフォームをグロー
バルにイネーブルにする必要があります。

ステップ 5 snmp-server host host-addr [informs | 
traps] [version {1 | 2c | 3 {auth | noauth | 
priv}}] community-string [notification-type]

SNMP トラップ動作の受信側を指定します。

• host-addrには、ホスト（対象となる受信デバイス）の名前ま
たはインターネット アドレスを指定します。

• （任意）SNMP インフォームをホストに送信する場合は、
informsを指定します。

• （任意）SNMP トラップをホストに送信する場合は、traps（デ
フォルト）を指定します。

• （任意）version には、SNMP バージョン（1、2c、または 3）
を指定します。SNMPv1 はインフォームをサポートしていま
せん。

• （任意）バージョン 3 の場合は、認証レベル（auth、noauth、
または priv）を選択します。

（注） privキーワードは、暗号化ソフトウェア イメージがイン
ストールされている場合のみ使用できます。

• version 1または version 2cが指定されている場合、
community-stringには、通知動作によって送信されたパスワー
ドと同様のコミュニティ ストリングを入力します。version
3が指定されている場合、SNMPv3 ユーザ名を入力します。

• （任意）notification-type には、表 31-5（p.31-13）に示されて
いるキーワードを使用します。タイプを指定しない場合、す

べての通知が送信されます。

ステップ 6 snmp-server enable traps 
notification-types

トラップまたはインフォームを送信するスイッチをイネーブル

にし、送信する通知タイプを指定します。通知タイプの一覧につ

いては、表 31-5（p.31-13）を参照するか、または snmp-server
enable traps ?と入力してください。

複数のトラップ タイプをイネーブルにするには、トラップ タイ
プごとに snmp-server enable traps コマンドを個別に入力する必
要があります。

ステップ 7 snmp-server trap-source interface-id （任意）送信元インターフェイスを指定します。これにより、ト

ラップ メッセージ用の IP アドレスが設定されます。このコマン
ドを実行すると、インフォーム用の送信元 IP アドレスも設定さ
れます。

ステップ 8 snmp-server queue-length length （任意）各トラップ ホストのメッセージ キュー長を確立します。
指定できる範囲は 1 ～ 1000 で、デフォルトは 10 です。

ステップ 9 snmp-server trap-timeout seconds （任意）トラップ メッセージの再送信間隔を定義します。指定で
きる範囲は 1 ～ 1000 秒で、デフォルトは 30 秒です。

ステップ 10 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 11 show running-config 設定を確認します。

ステップ 12 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明
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トラップを受信するように指定されたホストを削除する場合は、no snmp-server host hostグローバ
ル コンフィギュレーション コマンドを使用します。no snmp-server host コマンドにキーワードを
指定しないで使用すると、ホストに対して、トラップはディセーブルになりますが、インフォーム

はディセーブルになりません。インフォームをディセーブルにするには、no snmp-server host
informsグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。特定のトラップ タイプをディ
セーブルにするには、no snmp-server enable traps notification-types グローバル コンフィギュレー
ション コマンドを使用します。

エージェント コンタクトおよびロケーションの設定
SNMP エージェントのシステム コンタクトおよびロケーションを設定して、コンフィギュレーショ
ン ファイルからこれらの記述にアクセスできるようにするには、イネーブル EXEC モードで次の
手順を実行します。

SNMP 経由で使用する TFTP サーバの制限
SNMP を経由してコンフィギュレーション ファイルの保存およびロードに使用する Trivial File
Transfer Protocol（TFTP; 簡易ファイル転送プロトコル）サーバを、アクセス リストに指定された
サーバに限定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 snmp-server contact text システム コンタクト ストリングを設定します。

次に例を示します。

snmp-server contact Dial System Operator at beeper 21555.

ステップ 3 snmp-server location text システム ロケーション ストリングを設定します。

次に例を示します。

snmp-server location Building 3/Room 222

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show running-config 設定を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 snmp-server tftp-server-list 
access-list-number

SNMP を経由してコンフィギュレーション ファイルのコピーに
使用する TFTP サーバを、アクセス リスト内のサーバに限定しま
す。

access-list-numberには、1 ～ 99 および 1300 ～ 1999 の範囲で標準
の IP アクセス リスト番号を入力します。
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SNMP の例
次に、SNMP のすべてのバージョンをイネーブルにする例を示します。この設定では、コミュニ
ティ ストリングpublicを使用してすべてのオブジェクトに読み取り専用権限でアクセスするように
SNMP マネージャを許可します。この設定により、スイッチがトラップを送信することはありませ
ん。

Switch(config)# snmp-server community public

次に、コミュニティ ストリング publicを使用してすべてのオブジェクトに読み取り専用権限でアク
セスするように SNMP マネージャを許可する例を示します。このスイッチは、SNMPv1 を使用して
ホスト 192.180.1.111 および 192.180.1.33 に、SNMPv2C を使用してホスト 192.180.1.27 に、それぞ
れ VTP トラップを送信します。コミュニティ ストリング publicがトラップとともに送信されます。

Switch(config)# snmp-server community public
Switch(config)# snmp-server enable traps vtp
Switch(config)# snmp-server host 192.180.1.27 version 2c public
Switch(config)# snmp-server host 192.180.1.111 version 1 public
Switch(config)# snmp-server host 192.180.1.33 public

次に、コミュニティ ストリング comaccessを使用するアクセス リスト 4 のメンバーに、すべてのオ
ブジェクトへの読み取り専用アクセス権を許可する例を示します。その他の SNMP マネージャは、
オブジェクトへのアクセス権がありません。コミュニティ ストリング public を使用し、SNMPv2C
によって SNMP 認証失敗トラップがホスト cisco.comに送信されます。

Switch(config)# snmp-server community comaccess ro 4
Switch(config)# snmp-server enable traps snmp authentication
Switch(config)# snmp-server host cisco.com version 2c public

ステップ 3 access-list access-list-number {deny | 
permit} source [source-wildcard]

標準アクセス リストを作成します。必要な回数だけこのコマン
ドを繰り返します。

• access-list-numberには、ステップ 2 で指定したアクセス リス
ト番号を入力します。

• deny キーワードを指定すると、条件が一致した場合にアク
セスが拒否されます。permitキーワードを指定すると、条件
が一致した場合にアクセスが許可されます。

• sourceには、スイッチへのアクセスが許可された TFTP サー
バの IP アドレスを入力します。

• （任意）source-wildcard を指定する場合は、送信元に適用さ
れるワイルドカード ビットをドット付き 10 進表記で入力し
ます。無視するビット位置に 1 を配置します。

アクセス リストの末尾には、すべてに適用される暗黙の拒否ス
テートメントが常に存在することに注意してください。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show running-config 設定を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明
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次に、エンティティ MIB トラップをホスト cisco.comに送信する例を示します。コミュニティ スト
リングは制限されています。スイッチは最初の行により、すでにイネーブルになっているトラップ

以外にエンティティ MIB トラップの送信もイネーブルになります。2 行めはこれらのトラップの宛
先を指定し、ホスト cisco.comに対する以前の snmp-server hostコマンドを無効にします。

Switch(config)# snmp-server enable traps entity 
Switch(config)# snmp-server host cisco.com restricted entity

次に、スイッチがコミュニティ ストリング public を使用し、すべてのトラップをホスト
myhost.cisco.comに送信できるように設定する例を示します。

Switch(config)# snmp-server enable traps
Switch(config)# snmp-server host myhost.cisco.com public

次に、ユーザとリモート ホストとの関連付けと、ユーザがグローバル コンフィギュレーション モー
ドを開始したときに auth（authNoPriv）認証レベルのインフォームを送信する例を示します。

Switch(config)# snmp-server engineID remote 192.180.1.27 00000063000100a1c0b4011b
Switch(config)# snmp-server group authgroup v3 auth
Switch(config)# snmp-server user authuser authgroup remote 192.180.1.27 v3 auth md5 
mypassword
Switch(config)# snmp-server user authuser authgroup v3 auth md5 mypassword
Switch(config)# snmp-server host 192.180.1.27 informs version 3 auth authuser config
Switch(config)# snmp-server enable traps
Switch(config)# snmp-server inform retries 0

SNMP ステータスの表示
違法なコミュニティ ストリング エントリ、エラー、および要求された変数を含む、SNMP 入出力
の統計情報を表示するには、show snmpイネーブル EXEC コマンドを使用します。また、SNMP 情
報の表示には、表 31-6 に記載されているその他のイネーブル EXEC コマンドも使用できます。こ
の出力内のフィールドについては、『Cisco IOS Configuration Fundamentals Command Reference』
Release 12.2 を参照してください。

表 31-6 SNMP 情報表示用のコマンド

機能 デフォルト設定

show snmp SNMP の統計情報を表示します。

show snmp engineID [local | remote] デバイス上に設定されているローカル SNMP エンジンお
よびすべてのリモート エンジンに関する情報を表示しま
す。

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

show snmp pending 保留 SNMP 要求の情報を表示します。

show snmp sessions 現在の SNMP セッションの情報を表示します。

show snmp user SNMP ユーザ テーブル内の各 SNMP ユーザ名に関する情
報を表示します。
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32

ACL によるネットワーク セキュリティ
の設定

この章では、Access Control List（ACL; アクセス制御リスト）を使用して、Catalyst 3750スイッチに
ネットワーク セキュリティを設定する方法について説明します。ACL は、コマンドやテーブルで
はアクセス リストとも呼ばれます。特に明記しないかぎり、スイッチという用語はスタンドアロン
スイッチおよびスイッチ スタックを意味します。

（注） この章の IP ACL に関する情報は IP バージョン 4（IPv4）に限定されています。IPv6 ACL の詳細に
ついては、第 38 章「IPv6 ACL の設定」を参照してください。

この章で使用されるコマンドの構文および使用方法の詳細については、このリリースのコマンド リ
ファレンス、『Cisco IOS IP Configuration Guide』 Release 12.2 の「IP Addressing and Services」の章に
ある「Configuring IP Services」、および『Cisco IOS IP Command Reference, Volume 1 of 3:Addressing and
Services』 Release 12.2 を参照してください。

この章で説明する内容は、次のとおりです。

• ACL の概要（p.32-2）

• IPv4 ACL の設定（p.32-8）

• 名前指定 MAC 拡張 ACL の作成（p.32-29）

• VLAN マップの設定（p.32-31）

• ルータ ACL を VLAN マップと組み合わせて使用する方法（p.32-39）

• IPv4 ACL の設定の表示（p.32-43）
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ACL の概要
パケット フィルタリングを使用すると、ネットワーク トラフィックを制限したり、特定のユーザ
やデバイスによるネットワークの使用を制限できます。ACL はルータまたはスイッチを通過するト
ラフィックをフィルタリングし、特定のインターフェイスまたは VLAN（仮想 LAN）でパケットを
許可または拒否します。ACL は、パケットに適用される許可および拒否条件を順番に並べたもので
す。インターフェイスにパケットが着信すると、スイッチはパケットのフィールドを該当する ACL
と比較し、ACL で指定されている条件に基づいて、パケットに対して転送が許可されているかどう
かを検証します。パケットは、アクセス リスト内の条件に対して 1 つずつテストされます。最初に
見つかった一致条件によって、パケットが許可されるか、または拒否されるかが決まります。ス

イッチは、最初の一致が見つかるとテストを終了するので、アクセス リスト内の条件の順序が重要
となります。一致する条件がない場合、パケットは拒否されます。制約がない場合、スイッチはパ

ケットを転送し、制約がある場合はパケットを廃棄します。スイッチは、VLAN 内でブリッジング
されるパケットを含めて、スイッチングするすべてのパケットの ACL を使用できます。

ネットワークに基本的なセキュリティを導入する場合は、ルータまたはレイヤ 3スイッチにアクセ
ス リストを設定します。ACL を設定しないと、スイッチを通過するすべてのパケットが、ネット
ワーク内のすべての場所に転送されることがあります。ACL を使用すると、ネットワークの場所ご
とにアクセス可能なホストを制御したり、ルータ インターフェイスで転送またはブロックされるト
ラフィックの種類を決定できます。たとえば、電子メール トラフィックの転送を許可して、Telnet
トラフィックの転送を禁止することが可能です。ACL を着信トラフィックと発信トラフィックの一
方、またはその両方をブロックするように設定することもできます。

ACL には Access Control Entry（ACE; アクセス制御エントリ）が順番に記述されています。各 ACE
は、許可（permit）または拒否（deny）、および ACE と一致するためにパケットが満たす必要があ
る条件を指定します。許可または拒否の意味は、ACL の使用状況に応じて変わります。

スイッチは IP ACL およびイーサネット（MAC［メディア アクセス制御］）ACL をサポートします。

• IP ACL は、TCP、UDP、Internet Group Management Protocol（IGMP）、Internet Control Message 
Protocol（ICMP）などの IPv4 トラフィックをフィルタリングします。

• イーサネット ACL は、非 IP トラフィックをフィルタリングします。

このスイッチは、Quality of Service（QoS; サービス品質）分類 ACL もサポートしています。詳細に
ついては、「QoS ACL に基づく分類」（p.33-7）を参照してください。

ここでは、次の概要について説明します。

• サポートされる ACL（p.32-2）

• 分割されたトラフィックおよび分割されていないトラフィックの処理（p.32-6）

• ACL およびスイッチ スタック（p.32-7）

サポートされる ACL
トラフィックをフィルタリングするため、次に示す 3 種類の ACL がサポートされています。

• ポート ACL は、レイヤ 2 インターフェイスに入るトラフィックをアクセス制御します。発信
方向のポート ACL はサポートされません。1 つのレイヤ 2 インターフェイスに適用できるの
は、IP アクセス リスト 1 つと MAC アクセス リスト 1 つだけです。詳細については、「ポート
ACL」（p.32-3）を参照してください。

• ルータ ACL は、VLAN 間でルーティングされたトラフィックをアクセス制御し、特定の方向
（着信または送信）レイヤ 3 インターフェイスに適用されます。詳細については、「ルータ ACL」
（p.32-5）を参照してください。
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• VLAN ACL または VLAN マップは、すべてのパケット（ブリッジド パケットおよびルーテッ
ド パケット）をアクセス制御します。VLAN マップを使用すると、同じ VLAN 内のデバイス
間で転送されるトラフィックをフィルタリングできます。VLAN マップは、IPv4 のレイヤ 3 ア
ドレスに基づいてアクセス制御するように設定されています。サポートされていないプロトコ

ルはイーサネット ACE を使用し、MAC アドレスを通じてアクセス制御されます。VLAN マッ
プを VLAN に適用すると、VLAN に入るすべてのパケット（ルーテッド パケットまたはブリッ
ジド パケット）が VLAN マップと照合されます。パケットはスイッチ ポートを経由して、ルー
ティングされたパケットの場合はルーテッド ポートを経由して、VLAN に入ります。詳細につ
いては、「VLAN マップ」（p.32-5）を参照してください。

同じスイッチ上で入力ポート ACL、ルータ ACL、および VLAN マップを併用できます。ただし、
ポート ACL はルータ ACL または VLAN マップよりも優先されます。

• 入力ポート ACL と VLAN マップが両方とも適用されている場合に、ポート ACL が適用された
ポートにパケットが着信すると、このパケットはポート ACL によってフィルタリングされま
す。その他のパケットは、VLAN マップによってフィルタリングされます。

• Switch Virtual Interface（SVI）に入力ルータ ACL および入力ポート ACL が設定されている場合
に、ポート ACL が適用されているポートにパケットが着信すると、このパケットはポート ACL
によってフィルタリングされます。その他のポートに着信したルーテッド IP パケットは、ルー
タ ACL によってフィルタリングされます。その他のパケットはフィルタリングされません。

• SVI に出力ルータ ACL および入力ポート ACL が設定されている場合に、ポート ACL が適用さ
れているポートにパケットが着信すると、このパケットはポート ACL によってフィルタリン
グされます。発信されるルーテッド IP パケットは、ルータ ACL によってフィルタリングされ
ます。その他のパケットはフィルタリングされません。

• SVI に VLAN マップ、入力ルータ ACL、および入力ポート ACL が設定されている場合に、ポー
ト ACL が適用されているポートにパケットが着信すると、このパケットはポート ACL によっ
てのみフィルタリングされます。その他のポートに着信したルーテッド IP パケットは、VLAN
マップおよびルータ ACL の両方によってフィルタリングされます。その他のパケットは、
VLAN マップによってのみフィルタリングされます。

• SVI に VLAN マップ、出力ルータ ACL、および入力ポート ACL が設定されている場合に、ポー
ト ACL が適用されているポートにパケットが着信すると、このパケットはポート ACL によっ
てのみフィルタリングされます。発信されるルーテッド IP パケットは、VLAN マップおよび
ルータ ACL の両方によってフィルタリングされます。その他のパケットは、VLAN マップに
よってのみフィルタリングされます。

インターフェイスで IEEE 802.1Q トンネリングが設定されている場合に、トンネル ポートで IEEE
802.1Q カプセル化 IP パケットを受信すると、このパケットは IP ACL ではなく、MAC ACL によっ
てフィルタリングされます。これは、スイッチが IEEE 802.1Q ヘッダー内のプロトコルを認識しな
いためです。この制約は、ルータ ACL、ポート ACL、および VLAN マップに適用されます。IEEE
802.1Q トンネリングの詳細については、第 17 章「IEEE 802.1Q トンネリングの設定」および「レイ
ヤ 2 プロトコル トンネリングの設定」を参照してください。

ポート ACL

ポート ACL は、スイッチのレイヤ 2 インターフェイスに適用される ACL です。ポート ACL は、物
理インターフェイスでのみサポートされていて EtherChannel インターフェイスではサポートされ
ず、着信方向のインターフェイスにのみ適用できます。次のアクセス リストがサポートされます。

• 送信元アドレスを使用する標準 IP アクセス リスト

• 送信元アドレス、宛先アドレス、およびオプションのプロトコル タイプ情報を使用する拡張 IP
アクセス リスト

• 送信元 MAC アドレス、宛先 MAC アドレス、およびオプションのプロトコル タイプ情報を使
用する MAC 拡張アクセス リスト
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スイッチは特定のインターフェイスに設定されているすべての着信機能に関連付けられている

ACL をテストし、パケットが ACL 内のエントリと一致するかどうかによって、パケットの転送を
許可または拒否します。このように、ACL はネットワークまたはネットワークの一部へのアクセス
を制御するのに使用されます。図 32-1 に、すべてのワークステーションが同じ VLAN 内にある場
合のネットワークへのアクセスを制御するためにポート ACL を使用する例を示します。レイヤ 2
への入力に適用されている ACL により、ホスト Aは人事部ネットワークへのアクセスが許可され
ますが、ホスト Bは拒否されます。レイヤ 2 インターフェイスで、ポート ACL を適用できるのは、
着信方向に対してのみです。

図 32-1 ACL によるネットワーク トラフィックの制御

ポート ACL をトランク ポートに適用すると、そのトランク ポートにあるすべての VLAN で ACL
によるトラフィックのフィルタリングが実行されます。音声 VLAN があるポートにポート ACL を
適用すると、データ VLAN と音声 VLAN の両方でその ACL によるトラフィックのフィルタリング
が実行されます。

ポート ACL を使用すると、IP アクセス リストを使用して IP トラフィックをフィルタリングし、
MAC アドレスを使用して非 IP トラフィックをフィルタリングできます。同じレイヤ 2 インター
フェイスに IP アクセス リストと MAC アクセス リストを両方適用すると、そのレイヤ 2 インター
フェイスで IP トラフィックと非 IP トラフィックをフィルタリングできます。

（注） 1 つのレイヤ 2 インターフェイスに適用できるのは、IP アクセス リスト 1 つと MAC アクセス リス
ト 1 つだけです。すでに IP アクセス リストまたは MAC アクセス リストが 1 つ設定されているレ
イヤ 2 インターフェイスに、新しい IP アクセス リストまたは MAC アクセス リストを適用すると、
前に設定した ACL が新しい ACL に置き換わります。
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ルータ ACL

VLAN へのレイヤ 3 インターフェイスである SVI、物理レイヤ 3 インターフェイス、およびレイヤ
3 EtherChannel インターフェイスに、ルータ ACL を適用できます。ルータ ACL はインターフェイ
スの特定の方向（着信または発信）に対して適用されます。1 つのインターフェイスの方向ごとに、
ルータ ACL を 1 つ適用できます。

1 つの ACL をある特定インターフェイスの複数の機能に使用できます。また、1 つの機能に複数の
ACL を使用することもできます。1 つのルータ ACL を複数の機能で使用する場合、そのルータ ACL
は複数回、照合されます。

スイッチでは、IPv4 トラフィック用に次のアクセス リストがサポートされます。

• 標準 IP アクセス リストは、送信元アドレスを使用して一致処理を行います。

• 拡張 IP アクセス リストは、送信元アドレス、宛先アドレス、およびオプションのプロトコル
タイプ情報を使用して一致処理を行います。

ポート ACL と同様に、スイッチは特定のインターフェイスに設定されている機能に関連付けられ
ている ACL をテストします。ただし、ルータ ACL は両方向でサポートされます。パケットがス
イッチのインターフェイスに着信すると、そのインターフェイスに設定されているすべての着信機

能に対応する ACL が照合されます。パケットがルーティングされてからネクストホップに転送さ
れるまでの間に、出力インターフェイスに設定された発信機能に対応するすべての ACL が照合さ
れます。

ACL は ACL 内のエントリとパケットの一致結果に応じて、パケット転送を許可するか、拒否する
かを決めます。ACL を使用すると、ネットワーク全体またはネットワークの一部に対するアクセス
制御が行えます。図 32-1では、ルータへの入力に適用されている ACL により、ホスト A は人事部
ネットワークへのアクセスが許可されますが、ホスト B は拒否されます。

VLAN マップ

VLAN ACL または VLAN マップを使用すると、すべてのトラフィックをアクセス制御できます。
VLAN との間でルーティングされる、またはスタックの VLAN 内でブリッジングされるすべてのパ
ケットに、VLAN マップを適用できます。

セキュリティ パケット フィルタリングには VLAN マップを使用します。VLAN マップは方向（着
信または発信）ごとに定義されません。

VLAN マップを設定すると、IPv4 トラフィックのレイヤ 3 アドレスと照合できます。

すべての非 IP プロトコルは、MAC VLAN マップを使用して MAC アドレスおよび EtherType によっ
てアクセス制御されます（IP トラフィックには、MAC VLAN マップによるアクセス制御が行われ
ません）。VLAN マップはスイッチを通過するパケットにのみ適用できます。ハブのホスト間、ま
たはこのスイッチに接続された別のスイッチのホスト間を通過するトラフィックには、VLAN マッ
プを適用できません。

VLAN マップを使用すると、マップに指定されたアクションに基づいてパケットの転送が許可また
は拒否されます。図 32-2に、VLAN マップを適用して、特定のトラフィック タイプを VLAN 10 の
ホスト A から転送できないように設定する例を示します。1 つの VLAN に適用できる VLAN マッ
プは、1 つだけです。
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図 32-2 VLAN マップによるトラフィックの制御

分割されたトラフィックおよび分割されていないトラフィックの処理

ネットワークを通過する IP パケットは分割できます。IP パケットを分割すると、パケットの先頭
を含むフラグメントにのみ、TCP、UDP ポート番号、ICMP タイプおよびコードなどのレイヤ 4 情
報が格納されます。その他のすべてのフラグメントには、この情報が格納されません。

一部の ACE ではレイヤ 4 情報が確認されないため、このような ACE はすべてのパケット フラグメ
ントに適用されます。通常の方法では、レイヤ 4 情報をテストする ACE を、分割された IP パケッ
トのほとんどのフラグメントに適用できません。レイヤ 4 情報が格納されていないフラグメントに
対して ACE がいくつかのレイヤ 4 情報をテストする場合、一致規則は次のように変更されます。

• フラグメントのレイヤ 3 情報（TCP や UDP のようなプロトコル タイプなど）を確認する許可
ACE の場合は、格納されていないレイヤ 4 情報に関係なく、フラグメントが一致するとみなさ
れます。

• レイヤ 4 情報を確認する拒否 ACE の場合は、フラグメントが一致しないとみなされます。た
だし、フラグメントにレイヤ 4 情報が格納されている場合は、一致するとみなされます。

次のコマンドで設定し、3 つの分割パケットに適用される access-list 102 の例を以下に示します。

Switch(config)# access-list 102 permit tcp any host 10.1.1.1 eq smtp
Switch(config)# access-list 102 deny tcp any host 10.1.1.2 eq telnet
Switch(config)# access-list 102 permit tcp any host 10.1.1.2 
Switch(config)# access-list 102 deny tcp any any

（注） この例の最初および 2 番めの ACE では、宛先アドレスのあとに eqキーワードが指定されています。
これは、TCP 宛先ポートのうち、Simple Mail Transfer Protocol（SMTP）および Telnet それぞれに対
応する well-known 番号についてテストすることを示します。

• パケット A は、ホスト 10.2.2.2 のポート 65000 からホスト 10.1.1.1 の SMTP ポートに送信され
る TCP パケットです。このパケットが分割パケットの場合、最初のフラグメントにはすべての
レイヤ 4 情報が格納されているため、完全なパケットと同様にみなされ、最初の ACE（許可）
に一致します。SMTP ポート情報が入っていなくても、残りのフラグメントも最初の ACE に一
致します。最初の ACE はフラグメントに適用されたとき、レイヤ 3 情報のみを確認するため
です。この例での情報は、パケットが TCP で、宛先が 10.1.1.1 です。

• パケット B は、ホスト 10.2.2.2 のポート 65001 からホスト 10.1.1.2 の Telnet ポートに送信され
ます。このパケットが分割パケットの場合、最初のフラグメントにはレイヤ 3 情報およびレイ
ヤ 4 情報がすべて格納されているため、2 番めの ACE（拒否）に一致します。このパケットの
残りのフラグメントにはレイヤ 4 情報が格納されていないため、2 番めの ACE には一致しませ
ん。残りのフラグメントは 3 番めの ACE（許可）に一致します。
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最初のフラグメントが拒否されているため、ホスト 10.1.1.2 は完全なパケットを再構築できま
せん。したがって、実際にはパケット B は拒否されます。ただし、ホスト 10.1.1.2 がパケット
を再構築しようとするとき、許可されたフラグメントによってネットワーク帯域幅とこのホス

トのリソースが消費されます。

• 分割パケット C はホスト 10.2.2.2 のポート 65001 からホスト 10.1.1.3 のポート ftp に送信されま
す。このパケットが分割パケットの場合、最初のフラグメントは 4 番めの ACE（拒否）に一致
します。その他のすべてのフラグメントも 4 番めの ACE に一致します。これは、すべてのフ
ラグメントについてレイヤ 4 情報が確認されず、レイヤ 3 情報によってすべてのフラグメント
がホスト 10.1.1.3 に送信中であることが認識されたため、およびこの宛先ホストがこれ以前の
許可 ACE の確認対象から外れていたためです。

ACL およびスイッチ スタック
スイッチ スタックの ACL サポート機能は、スタンドアロン スイッチの場合と同じです。ACL の設
定情報は、スタック内のすべてのスイッチに伝播されます。スタック マスターを含むスタック内の
すべてのスイッチは、情報を処理し、ハードウェアをプログラミングします（スイッチ スタックの
詳細については、第 5 章「スイッチ スタックの設定」を参照）。

スタック マスターは、次に示す ACL 機能を実行します。

• ACL 設定を処理し、情報をすべてのスタック メンバーに伝播します。

• ACL 情報を、スタックに加入しているすべてのスイッチに配信します。

• 何らかの理由でパケットをソフトウェアで転送する必要がある場合（ハードウェア リソースが
不足している場合など）、マスター スイッチはパケットに ACL を適用したあとにのみ、パケッ
トを転送します。

• 処理する ACL 情報を使用して、ハードウェアをプログラミングします。

スタック メンバーは、次に示す ACL 機能を実行します。

• マスター スイッチから ACL 情報を受け取り、ハードウェアをプログラミングします。

• スタンバイ スイッチとして機能します。既存のマスター スイッチに障害が発生した場合、新
規スタック マスターに選択されたスタック メンバーは、スタック マスターの役割を引き継ぐ
ことができます。

スタック マスターに障害が発生し、新規スタック マスターが選択された場合、新規に選択された
マスターはバックアップされた実行コンフィギュレーションを解析し直します（第 5 章「スイッチ
スタックの設定」を参照）。実行コンフィギュレーションの一部である ACL 設定も、この時に解析
し直されます。新規スタック マスターは、ACL 情報をスタック内のすべてのスイッチに配信しま
す。
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IPv4 ACL の設定
スイッチに IPv4 ACL を設定する手順は、ほかのシスコ製スイッチおよびルータに IPv4 ACL を設定
する場合と同じです。その手順を簡単に説明します。ACL 設定の詳細については、『Cisco IOS IP
Configuration Guide』 Release 12.2 の「IP Addressing and Services」の章にある「Configuring IP Services」
を参照してください。コマンドの詳細については、『Cisco IOS IP Command Reference, Volume 1 of
3:Addressing and Services』 Release 12.2 を参照してください。

スイッチは、次の Cisco IOS ルータ ACL 関連機能をサポートしません。

• 非 IP プロトコルの ACL（表 32-1 [p.32-9] を参照）またはブリッジグループ ACL

• IP アカウンティング

• 着信速度および発信速度の制限（QoS ACL による制限を除く）

• 再帰 ACL またはダイナミック ACL（スイッチ クラスタリング機能で使用される一部の特殊な
ダイナミック ACL は除く）

• ポート ACL および VLAN マップに関する ACL ロギング

スイッチ上で IP ACL を使用する手順は、次のとおりです。

ステップ 1 アクセス リスト番号または名前、およびアクセス条件を指定して ACL を作成します。

ステップ 2 ACL をインターフェイスまたは端末回線に適用します。標準および拡張 IP ACL を VLAN マップに
適用することもできます。

ここでは、次の設定について説明します。

• 標準および拡張 IPv4 ACL の作成（p.32-8）

• 端末回線への IPv4 ACL の適用（p.32-20）

• インターフェイスへの IPv4 ACL の適用（p.32-21）

• IP ACL のハードウェアおよびソフトウェア処理（p.32-23）

• IPv4 ACL の設定例（p.32-24）

標準および拡張 IPv4 ACL の作成
ここでは、IP ACL について説明します。ACL は許可および拒否条件を順に並べたものです。パケッ
トは、アクセス リスト内の条件に対して 1 つずつ照合されます。最初に見つかった一致条件によっ
て、パケットが許可されるか、または拒否されるかが決まります。最初の一致が見つかると条件の

テストを終了するので、条件の順序が重要となります。一致する条件がない場合、パケットは拒否

されます。

ソフトウェアは次に示す ACL タイプ、または IPv4 のアクセス リストをサポートします。

• 標準 IP アクセス リストは、送信元アドレスを使用して一致処理を行います。

• 拡張 IP アクセス リストは、送信元アドレスおよび宛先アドレスを使用して一致処理を行いま
す。より細部にわたる制御を行う場合は、オプションのプロトコルタイプ情報を使用します。

ここでは、アクセス リストの概要および作成方法について説明します。

• アクセス リスト番号（p.32-9）

• ACL のロギング（p.32-9）

• 番号指定標準 ACL の作成（p.32-10）
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• 番号指定拡張 ACL の作成（p.32-11）

• ACL 内の ACE の再シーケンス（p.32-16）

• 名前指定の標準および拡張 ACL の作成（p.32-16）

• ACL での時間範囲の使用法（p.32-18）

• ACL へのコメントの挿入（p.32-20）

アクセス リスト番号

ACL を表す番号は、作成しているアクセス リストのタイプを示します。表 32-1に、アクセス リス
ト番号および対応するアクセスリスト タイプ、スイッチでのアクセス リストに対するサポートの
有無を示します。スイッチでは、IPv4 標準および拡張アクセス リストがサポートされています（番
号は 1 ～ 199、1300 ～ 2699）。

（注） 番号指定の標準 ACL および拡張 ACL 以外に、サポートされている番号を使用して名前指定の標準
IP ACL および拡張 IP ACL を作成できます。つまり、標準 IP ACL の名前には 1 ～ 99 を、拡張 IP
ACL の名前には 100 ～ 199 を使用できます。番号指定の ACL ではなく名前指定の ACL を使用す
ることで、名前指定リストから個別にエントリを削除することが可能となります。

ACL のロギング

標準 IP アクセス リストによって許可または拒否されたパケットに関するログ メッセージが、ス
イッチのソフトウェアによって表示されます。つまり、ACL と一致するパケットがあった場合は、
そのパケットに関するログ通知メッセージがコンソールに送信されます。コンソールに表示される

メッセージのレベルは、Syslog メッセージを制御するロギング コンソール コマンドで制御されま
す。

表 32-1 アクセス リスト番号

アクセス リスト番号 Type サポートの有無

1～ 99 IP 標準アクセス リスト あり

100～ 199 IP 拡張アクセス リスト あり

200～ 299 プロトコル タイプコード アクセス リスト なし

300～ 399 DECnet アクセス リスト なし

400～ 499 XNS 標準アクセス リスト なし

500～ 599 XNS 拡張アクセス リスト なし

600～ 699 AppleTalk アクセス リスト なし

700～ 799 48 ビット MAC アドレス アクセス リスト なし

800～ 899 IPX 標準アクセス リスト なし

900～ 999 IPX 拡張アクセス リスト なし

1000～ 1099 IPX SAP アクセス リスト なし

1100～ 1199 拡張 48 ビット MAC アドレス アクセス リスト なし

1200～ 1299 IPX サマリー アドレス アクセス リスト なし

1300～ 1999 IP 標準アクセス リスト（拡張範囲） あり

2000～ 2699 IP 拡張アクセス リスト（拡張範囲） あり
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（注） ルーティングはハードウェアで、ロギングはソフトウェアで実行されます。したがって、log キー
ワードを含む許可（permit）または拒否（deny）ACE と一致するパケットが多数存在する場合、ソ
フトウェアはハードウェアの処理速度に追いつくことができないため、一部のパケットはロギング

されない場合があります。

ACL を起動した最初のパケットについては、ログ メッセージがすぐに表示されますが、それ以降
のパケットについては、5 分間の収集時間が経過してから表示またはロギングされます。ログ メッ
セージにはアクセス リスト番号、パケットの許可または拒否に関する状況、パケットの送信元 IP
アドレス、および直前の 5 分間に許可または拒否された送信元からのパケット数が示されます。

番号指定標準 ACL の作成

番号指定の標準 ACL を作成するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

ACL 全体を削除するには、no access-list access-list-numberグローバル コンフィギュレーション コマ
ンドを使用します。番号指定のアクセス リストからは、ACE を個別に削除できません。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 access-list access-list-number {deny | 
permit} source [source-wildcard] [log]

送信元アドレスおよびワイルドカードを使用し、標準 IPv4 アク
セス リストを定義します。

access-list-numberは 1 ～ 99 または 1300 ～ 1999 の 10 進数です。

条件が一致する場合にアクセスを拒否するか、許可するかを指定

するため、denyまたは permitを入力します。

source はパケットの送信元であるネットワークまたはホストの
アドレスです。次のいずれかで指定します。

• ドット付き 10 進表記による 32 ビットの数値

• sourceと source-wildcardの値 0.0.0.0 255.255.255.255 の短縮形
であるキーワード any。source-wildcard を入力する必要はあ
りません。

• source と source-wildcard の値 source 0.0.0.0 の短縮形である
host

（任意）source-wildcard を指定すると、送信元にワイルドカード
ビットが適用されます。

（任意）logを指定すると、エントリと一致するパケットに関する
ログ通知メッセージがコンソールに送信されます。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show access-lists [number | name] アクセス リストの設定を表示します。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。



第 32章      ACL によるネットワーク セキュリティの設定
IPv4 ACL の設定

32-11
Catalyst 3750 スイッチ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

78-16180-06-J

（注） ACL を作成するときは、ACL の末尾に暗黙的な拒否ステートメントがデフォルトで存在し、それ
以前のステートメントで一致が見つからなかったすべてのパケットに適用されることに注意して

ください。標準アクセス リストでは、対応する IP ホスト アドレスの ACL を指定するときにマス
クを省略すると、0.0.0.0 がマスクとして使用されます。

次に、IP ホスト 171.69.198.102 へのアクセスを拒否してそれ以外のアドレスへのアクセスを許可し、
その結果を表示する標準 ACL の作成例を示します。

Switch (config)# access-list 2 deny host 171.69.198.102
Switch (config)# access-list 2 permit any
Switch(config)# end 
Switch# show access-lists
Standard IP access list 2
    10 deny   171.69.198.102
    20 permit any

host 一致条件が指定されたエントリ、および 0.0.0.0 の無視（don’t care）マスクが指定されたエン
トリが、リストの先頭（ゼロ以外の無視マスクが指定された、すべてのエントリの上）に来るよう

に、標準アクセス リストの順序が書き換えられます。したがって、show コマンドの出力およびコ
ンフィギュレーション ファイルで、ACE は必ずしも入力した順番に表示されません。

作成した番号指定の標準 IPv4 ACL は、端末回線（「端末回線への IPv4 ACL の適用」[p.32-20] を参
照）、インターフェイス（「インターフェイスへの IPv4 ACL の適用」[p.32-21] を参照）、または VLAN
（「VLAN マップの設定」[p.32-31] を参照）に適用できます。

番号指定拡張 ACL の作成

標準 ACL の場合、一致基準には送信元アドレスのみが使用されますが、拡張 ACL の場合は、一致
処理に送信元アドレスおよび宛先アドレスを使用したり、オプションのプロトコル タイプ情報を使
用してより細部にわたる制御を行うことができます。番号指定の拡張 ACL を作成したあとに ACE
を新たに作成するときは、リストの末尾に新しい ACE が配置されることに注意してください。リ
ストを再び並べ替えたり、番号が指定された ACL の特定の位置で ACE を追加または削除すること
はできません。

一部のプロトコルには、そのプロトコルに適用される特定のパラメータおよびキーワードを使用す

ることもできます。

次の IP プロトコルがサポートされます（プロトコル キーワードはカッコ内の太字）。

Authentication Header Protocol（ahp）、Enhanced Interior Gateway Routing Protocol（eigrp）、Encapsulation
Security Payload（esp）、Generic Routing Encapsulation（gre）、Internet Control Message Protocol（icmp）、
Internet Group Management Protocol（igmp）、任意の Interior Protocol（ip）、IP in IP トンネリング
（ipinip）、KA9Q NOS 互換 IP over IP トンネリング（nos）、Open Shortest Path First ルーティング
（ospf）、Payload Compression Protocol（pcp）、Protocol Independent Multicast（pim）、Transmission

Control Protocol（tcp）、User Datagram Protocol（udp）

（注） ICMP エコー応答はフィルタリングできません。他のすべての ICMP コードまたはタイプは
フィルタリング可能です。
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各プロトコルに関する特定のキーワードの詳細については、次のコマンド リファレンスを参照して
ください。

• 『Cisco IOS IP Command Reference, Volume 1 of 3:Addressing and Services』 Release 12.2

• 『Cisco IOS IP Command Reference, Volume 2 of 3:Routing Protocols』 Release 12.2

• 『Cisco IOS IP Command Reference, Volume 3 of 3:Multicast』 Release 12.2

（注） ダイナミック アクセス リストや再帰アクセス リストはサポートされません。また、最小コストの
Type of Service（ToS; サービス タイプ）ビットに基づくフィルタリングもサポートされません。

サポートされているパラメータは、TCP、UDP、ICMP、IGMP、または他の IP の、いずれかのカテ
ゴリにグループ分けできます。

拡張 ACL を作成するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。
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ステップ 2a access-list access-list-number {deny | 
permit} protocol source source-wildcard 
destination destination-wildcard 
[precedence precedence] [tos tos] 
[fragments] [log] [log-input] [time-range 
time-range-name] [dscp dscp]

（注） dscp値を入力した場合、tosま
たは precedence を入力するこ
とはできません。dscp を入力
しない場合は、tosとprecedence
を両方とも入力できます。

拡張 IPv4 アクセス リストおよびアクセス条件を定義します。

access-list-numberは 100 ～ 199 または 2000 ～ 2699 の 10 進数です。

条件が一致する場合にパケットを拒否するか許可するかを指定す

るため、denyまたは permitを入力します。

protocolには、IPプロトコルの名前または番号（ahp、eigrp、esp、
gre、icmp、igmp、igrp、ip、ipinip、nos、ospf、pcp、pim、tcp、udp）、
または IP プロトコル番号を表す 0 ～ 255 の整数を使用できます。
すべてのインターネット プロトコル（ICMP、TCP、UDP を含む）
と一致させる場合は、キーワード ip を使用します。

（注） このステップには、ほとんどの IP プロトコルに使用可能
なオプションが含まれます。TCP、UDP、ICMP、IGMP の
具体的なパラメータについては、ステップ 2b ～ 2e を参照
してください。

source はパケットの送信元であるネットワークまたはホストの番
号です。

source-wildcard を指定すると、送信元にワイルドカード ビットが
適用されます。

destination はパケットの宛先となるネットワークまたはホストの
番号です。

destination-wildcard を指定すると、宛先にワイルドカード ビット
が適用されます。

source、source-wildcard、destination、destination-wildcard は、次の 3
つの方法で指定できます。

• ドット付き 10 進表記による 32 ビットの数値

• 0.0.0.0 255.255.255.255 を表すキーワード any（任意のホスト）

• 単一のホスト 0.0.0.0 を表すキーワード host

その他のキーワードは任意で、意味は次のとおりです。

• precedence ― 0 ～ 7 の番号または名前で指定された優先順位
を使用し、パケットを比較します。使用できる名前および番

号は、routine（0）、priority（1）、immediate（2）、flash（3）、
flash-override（4）、critical（5）、internet（6）、network（7）です。

• fragments ― 先頭以外のフラグメントを確認します。

• tos ― 0 ～ 15 の番号または名前で指定された ToS レベルを使
用して比較します。使用できる名前および番号は、normal（0）、
max-reliability（2）、max-throughput（4）、min-delay（8）です。

• log ― エントリと一致するパケットに関するログ通知メッセー
ジを作成し、コンソールに送信します。log-input を指定する
と、ログ エントリに入力インターフェイスが追加されます。

• time-range ― このキーワードの説明については、「ACL での時
間範囲の使用法」（p.32-18）を参照してください。

• dscp ― 0 ～ 63 の番号で指定された DSCP 値を使用してパケッ
トを比較します。疑問符（?）を使用すると、使用可能な値の
リストが表示されます。

コマンド 説明
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または access-list access-list-number {deny | 
permit} protocol any any [precedence 
precedence] [tos tos] [fragments] [log] 
[log-input] [time-range 
time-range-name] [dscp dscp]

アクセス リスト コンフィギュレーション モードで、送信元と送信
元ワイルドカードの値 0.0.0.0 255.255.255.255 の短縮形を使用する
か、または宛先と宛先ワイルドカードの値 0.0.0.0 255.255.255.255
の短縮形を使用し、拡張 IP アクセス リストを定義します。

送信元 /宛先アドレスとワイルドカードの代わりに、anyキーワー
ドを使用できます。

または  access-list access-list-number {deny | 
permit} protocol host source host 
destination [precedence precedence] [tos 
tos] [fragments] [log] [log-input] 
[time-range time-range-name] [dscp 
dscp]

送信元と送信元ワイルドカードの値 source 0.0.0.0 の短縮形を使用
するか、または宛先と宛先ワイルドカードの値 destination 0.0.0.0 の
短縮形を使用し、拡張 IP アクセス リストを定義します。

送信元と宛先のワイルドカードまたはマスクの代わりに、hostキー
ワードを使用できます。

ステップ 2b access-list access-list-number {deny | 
permit} tcp source source-wildcard 
[operator port] destination 
destination-wildcard [operator port] 
[established] [precedence precedence] 
[tos tos] [fragments] [log] [log-input] 
[time-range time-range-name] [dscp 
dscp] [flag]

（任意）拡張 TCP アクセス リストおよびアクセス条件を定義しま
す。

TCP の場合は tcpを入力します。

次に示す例外を除き、ステップ 2a で説明するパラメータと同じパ
ラメータを使用します。

（任意）operator および port を入力すると、送信元ポート（source
source-wildcardのあとに入力した場合）または宛先ポート
（destination destination-wildcardのあとに入力した場合）が比較され
ます。使用可能な演算子は eq（等しい）、gt（より大きい）、lt（よ
り小さい）、neq（等しくない）、range（包含範囲）などです。演
算子にはポート番号を指定する必要があります（rangeの場合は 2
つのポート番号をスペースで区切って指定する必要があります）。

port にポート番号を 10 進数（0 ～ 65535）として入力するか、ま
たは TCP ポート名を入力します。TCP ポート名を確認するには、
?を使用するか、『Cisco IOS IP Configuration Guide』 Release 12.2 の
「IP Addressing and Services」の章にある「Configuring IP Services」
を参照してください。TCP をフィルタリングするときは、TCP ポー
トの番号または名前のみを使用します。

その他のオプションのキーワードの意味は次のとおりです。

• established ― 確立された接続と比較します。このキーワード
は、ackまたは rstフラグを指定した場合の一致検索機能と同
じです。

• flag ― 指定された TCP ヘッダー ビットを基準にして比較しま
す。入力できるフラグは、ack（確認応答）、fin（終了）、psh
（プッシュ）、rst（リセット）、syn（同期）、urg（緊急）です。

ステップ 2c access-list access-list-number {deny | 
permit} udp source source-wildcard 
[operator port] destination 
destination-wildcard [operator port] 
[precedence precedence] [tos tos] 
[fragments] [log] [log-input] [time-range 
time-range-name] [dscp dscp]

（任意）拡張 UDP アクセス リストおよびアクセス条件を定義しま
す。

UDP の場合は、udpを入力します。

UDP パラメータは TCP に関して説明されているパラメータと同
じです。ただし、[operator [port]] のポート番号またはポート名は、
UDP ポートの番号または名前とします。UDP の場合、flagおよび
establishedパラメータは無効です。

コマンド 説明
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アクセス リスト全体を削除するには、no access-list access-list-numberグローバル コンフィギュレー
ション コマンドを使用します。番号指定のアクセス リストからは、ACE を個別に削除できません。

次に、ネットワーク 171.69.198.0 内の任意のホストからネットワーク 172.20.52.0 内の任意のホスト
への Telnet アクセスを拒否し、それ以外のアクセスを許可する拡張アクセス リストを作成、表示す
る例を示します（eq キーワードを宛先アドレスのあとに指定すると、Telnet に対応する TCP 宛先
ポート番号がテストされます）。

Switch(config)# access-list 102 deny tcp 171.69.198.0 0.0.0.255 172.20.52.0 0.0.0.255 
eq telnet
Switch(config)# access-list 102 permit tcp any any 
Switch(config)# end 
Switch# show access-lists
Extended IP access list 102
    10 deny tcp 171.69.198.0 0.0.0.255 172.20.52.0 0.0.0.255 eq telnet
    20 permit tcp any any

ステップ 2d access-list access-list-number {deny | 
permit} icmp source source-wildcard 
destination destination-wildcard 
[icmp-type | [[icmp-type icmp-code] | 
[icmp-message]] [precedence precedence] 
[tos tos] [fragments] [log] [log-input] 
[time-range time-range-name] [dscp 
dscp]

（任意）拡張 ICMP アクセス リストおよびアクセス条件を定義しま
す。

ICMP の場合は、icmpを入力します。

ICMP パラメータはステップ 2a の IP プロトコルで説明されている
パラメータと同じですが、ICMP メッセージ タイプとコード パラ
メータが追加されています。オプションのキーワードの意味は次

のとおりです。

• icmp-type ― ICMP メッセージ タイプを使用してフィルタリン
グします。0 ～ 255 の値を使用できます。

• icmp-code ― ICMP メッセージ コード タイプを使用してフィ
ルタリングされた ICMP パケットをフィルタリングします。0
～ 255 の値を使用できます。

• icmp-message ― ICMP メッセージ タイプ名または ICMP メッ
セージのタイプおよびコード名を基準にして、ICMP パケット
をフィルタリングします。ICMP メッセージ タイプ名および
コード名のリストを確認するには、? を使用するか、または
『Cisco IOS IP Configuration Guide』 Release 12.2 の「Configuring
IP Services」の章を参照してください。

ステップ 2e access-list access-list-number {deny | 
permit} igmp source source-wildcard 
destination destination-wildcard 
[igmp-type] [precedence precedence] [tos 
tos] [fragments] [log] [log-input] 
[time-range time-range-name] [dscp 
dscp]

（任意）拡張 IGMP アクセス リストおよびアクセス条件を定義しま
す。

IGMP の場合は、igmpを入力します。

IGMP パラメータはステップ 2a の IP プロトコルで説明されている
パラメータと同じですが、次に示すパラメータが追加されていま

す。

igmp-type ― IGMP メッセージ タイプと比較するには、0 ～ 15 の番
号またはメッセージ名（dvmrp、host-query、host-report、pim、ま
たは trace）を入力します。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show access-lists [number | name] アクセス リストの設定を確認します。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明
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ACL が作成されたあとに追加された ACE（端末から入力された ACE など）は、リストの末尾に配
置されます。番号が指定されたアクセス リストの特定の位置で ACE を追加または削除することは
できません。

（注） ACL を作成するときは、アクセス リストの末尾に暗黙的な拒否ステートメントがデフォルトで存
在し、それ以前のステートメントで一致が見つからなかったすべてのパケットに適用されることに

注意してください。

作成した番号指定の拡張 ACL は、端末回線（「端末回線への IPv4 ACL の適用」[p.32-20] を参照）、
インターフェイス（「インターフェイスへの IPv4 ACL の適用」[p.32-21] を参照）、または VLAN
（「VLAN マップの設定」[p.32-31] を参照）に適用できます。

ACL 内の ACE の再シーケンス

Cisco IOS Release 12.2(18)SE 以降では、新しい ACL を作成すると、アクセス リスト内のエリトリの
シーケンス番号が自動的に生成されます。ACL 内のシーケンス番号の編集、および ACE の適用順
序の変更を行うには、 ip access-list resequence グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用
します。たとえば、新しい ACE を ACL に追加する場合、そのリストの一番下に置かれます。シー
ケンス番号を変更することで、ACE を ACL 内の別の場所に移動できます。

ip access-list resequenceコマンドの詳細については、次の URL を参照してください。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122s/122snwft/release/122s14/fsaclseq.htm

名前指定の標準および拡張 ACL の作成

IPv4 ACL は、番号でなく英数字（名前）で指定することもできます。名前指定の ACL を使用する
と、番号指定のアクセス リストの場合より多くの IPv4 アクセス リストをルータに設定できます。
アクセス リストを番号でなく名前で指定する場合は、モードおよびコマンド構文が若干異なりま
す。ただし、IP アクセス リストを使用するすべてのコマンドで、名前指定のアクセス リストを使
用できるとは限りません。

（注） 標準または拡張 ACL に指定する名前には、サポートされているアクセス リスト番号範囲内の番号
を指定することもできます。つまり、標準 IP ACL の名前には 1 ～ 99 を、拡張 IP ACL の名前には
100 ～ 199 を使用できます。番号指定 ACL ではなく名前指定 ACL を使用することで、名前指定リ
ストから個別にエントリを削除することが可能となります。

名前指定の ACL を設定する前に、次に示す注意事項および制限事項を考慮してください。

• 番号指定の ACL を指定できるすべてのコマンドで、名前指定の ACL を指定できるとは限りま
せん。インターフェイスのパケット フィルタおよびルート フィルタ用の ACL、および VLAN
マップには名前を使用できます。

• 標準 ACL および拡張 ACL に、同じ名前を設定することはできません。

• 番号指定の ACL も使用できます（「標準および拡張 IPv4 ACL の作成」[p.32-8] を参照）。

• VLAN マップには、標準 ACL および拡張 ACL（名前指定または番号指定）を使用できます。

名前指定の標準 ACL を作成するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。
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名前指定の標準 ACL を削除するには、no ip access-list standard nameグローバル コンフィギュレー
ション コマンドを使用します。

名前を使用して拡張 ACL を作成するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

名前指定の拡張 ACL を削除するには、no ip access-list extended nameグローバル コンフィギュレー
ション コマンドを使用します。

標準または拡張 ACL を作成するときは、ACL の末尾に暗黙的な拒否ステートメントがデフォルト
で存在し、それ以前のステートメントで一致が見つからなかったすべてのパケットに適用されるこ

とに注意してください。標準 ACL では、対応する IP ホスト アドレスのアクセス リストを指定す
るときにマスクを省略すると、0.0.0.0 がマスクとして使用されます。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 ip access-list standard name 名前を使用して標準 IPv4 アクセス リストを定義し、アクセス リスト
コンフィギュレーション モードを開始します。

名前は 1 ～ 99 の番号にすることができます。

ステップ 3 deny {source [source-wildcard] | host 
source | any} [log]

または

permit {source [source-wildcard] | 
host source | any} [log]

アクセス リスト コンフィギュレーション モードで、1 つまたは複数
の条件を拒否または許可に指定し、パケットの転送または廃棄を決定

します。

• host source ― 送信元と送信元ワイルドカードの値 source 0.0.0.0

• any ― 送信元と送信元ワイルドカードの値 0.0.0.0 255.255.255.255

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show access-lists [number | name] アクセス リストの設定を表示します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 ip access-list extended name 名前を使用して拡張 IPv4 アクセス リストを定義し、アクセス リ
スト コンフィギュレーション モードを開始します。

名前は 100 ～ 199 の番号にすることができます。

ステップ 3 {deny | permit} protocol {source 
[source-wildcard] | host source | any} 
{destination [destination-wildcard] | host 
destination | any} [precedence precedence] 
[tos tos] [established] [log] [time-range 
time-range-name]

アクセスリスト コンフィギュレーション モードで、許可または
拒否の条件を指定します。log キーワードを使用すると、違反を
含むアクセス リストのログ メッセージを取得できます。

プロトコルおよびそのほかのキーワードの定義については、「番

号指定拡張 ACL の作成」（p.32-11）を参照してください。

• host source ― 送信元と送信元ワイルドカードの値 source 
0.0.0.0

• host destination ― 宛先と宛先ワイルドカードの値 destination
0.0.0.0

• any ― 送信元と送信元ワイルドカードの値、または宛先と宛
先ワイルドカードの値である 0.0.0.0 255.255.255.255

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show access-lists [number | name] アクセス リストの設定を表示します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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ACL を作成したあとに追加された ACE は、リストの末尾に配置されます。特定の ACL では個別に
ACE エントリを追加することはできません。ただし、no permitおよび no denyアクセスリスト コ
ンフィギュレーション モード コマンドを使用すると、名前指定の ACL からエントリを削除できま
す。次に、名前指定のアクセス リスト border-listから ACE を個別に削除する例を示します。

Switch(config)# ip access-list extended border-list
Switch(config-ext-nacl)# no permit ip host 10.1.1.3 any

番号指定の ACL ではなく、名前指定の ACL を使用することで、名前指定の ACL から行を個別に
削除することが可能となります。

作成した名前指定の ACL はインターフェイス（「インターフェイスへの IPv4 ACL の適用」[p.32-21]
を参照）または VLAN（「VLAN マップの設定」[p.32-31] を参照）に適用できます。

ACL での時間範囲の使用法

曜日および時刻に基づいて拡張 ACL を選択的に適用するには、time-rangeグローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。最初に時間範囲の名前を定義し、時間範囲の時刻、日付、また
は曜日を設定します。次に、ACL を適用するときに時間範囲名を入力し、アクセス リストに制限
を適用します。時間範囲を使用することで、ACL の許可ステートメントまたは拒否ステートメント
が有効な時間（指定期間内、指定曜日など）を定義できます。time-rangeキーワードおよび引数に
ついては、前述の「標準および拡張 IPv4 ACL の作成」（p.32-8）および「名前指定の標準および拡
張 ACL の作成」（p.32-16）に記載されている、名前指定および番号指定の拡張 ACL のタスク表を
参照してください。

時間範囲を使用する利点の一部を次に示します。

• アプリケーションなどのリソース（IP アドレスとマスクのペア、およびポート番号で識別）へ
のユーザ アクセスをより厳密に許可または拒否できます。

• ログ メッセージを制御できます。ACL エントリを使用して特定の時刻に関してのみトラフィッ
クをロギングできるため、ピーク時間に生成される多数のログを分析しなくても、簡単にアク

セスを拒否できます。

時間ベースのアクセス リストを使用すると、CPU に負荷が生じます。これは、アクセス リストの
新規設定を他の機能や、Ternary CAM（TCAM）にロードされた結合済みの設定と統合する必要が
あるためです。このため、複数のアクセス リストが短期間に連続して（互いに数分以内に）有効と
なるような設定を行わないように、注意する必要があります。

（注） 時間範囲には、スイッチのシステム クロックが使用されるため、信頼できるクロック ソースが必
要です。スイッチ クロックを同期するには、Network Time Protocol（NTP）を使用してください。
詳細については、「システム日時の管理」（p.7-2）を参照してください。

ACL の time-range パラメータを設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 time-range time-range-name 作成する時間範囲には意味のある名前（workhours など）を割り
当て、時間範囲コンフィギュレーション モードを開始します。名
前の先頭には文字を指定し、途中にスペースまたは引用符を含め

ないようにします。



第 32章      ACL によるネットワーク セキュリティの設定
IPv4 ACL の設定

32-19
Catalyst 3750 スイッチ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

78-16180-06-J

異なる時刻に有効となるように設定する項目が複数ある場合は、このステップを繰り返します。

設定された時間範囲の制限を削除するには、no time-range time-range-nameグローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。

次に、営業時間（workhours）の時間範囲を設定し、2006 年 1 月 1 日を会社の休業日に設定して、そ
の設定を確認する例を示します。

Switch(config)# time-range workhours
Switch(config-time-range)# periodic weekdays 8:00 to 12:00
Switch(config-time-range)# periodic weekdays 13:00 to 17:00
Switch(config-time-range)# exit
Switch(config)# time-range new_year_day_2006
Switch(config-time-range)# absolute start 00:00 1 Jan 2006 end 23:59 1 Jan 2006
Switch(config-time-range)# end
Switch# show time-range
time-range entry: new_year_day_2003 (inactive)
   absolute start 00:00 01 January 2006 end 23:59 01 January 2006
time-range entry: workhours (inactive)
   periodic weekdays 8:00 to 12:00
   periodic weekdays 13:00 to 17:00 

時間範囲を適用するには、時間範囲を実行できる拡張 ACL 内に、時間範囲名を入力します。次に、
定義された休日中に任意の送信元から任意の宛先に送信される TCP トラフィックを拒否し、営業時
間中にすべての TCP トラフィックを許可する拡張アクセス リスト 188 を作成、確認する例を示し
ます。

Switch(config)# access-list 188 deny tcp any any time-range new_year_day_2006
Switch(config)# access-list 188 permit tcp any any time-range workhours
Switch(config)# end
Switch# show access-lists
Extended IP access list 188
   10 deny tcp any any time-range new_year_day_2006 (inactive)
   20 permit tcp any any time-range workhours (inactive) 

ステップ 3 absolute [start time date] [end time date]

または

periodic day-of-the-week hh:mm to 
[day-of-the-week] hh:mm

または

periodic {weekdays | weekend | daily} 
hh:mm to hh:mm

時間範囲を適用する機能が作動する時間を指定します。

• 時間範囲内では、absoluteステートメントを 1 回に限り使用
できます。複数の absolute ステートメントを設定した場合は、
最後に設定されたステートメントのみが実行されます。

• 複数の periodic ステートメントを入力できます。たとえば、
平日と週末で異なる時間を設定できます。

設定例を参照してください。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show time-range 設定した時間範囲を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明
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次に、名前指定の ACL を使用して、同じトラフィックを許可および拒否する例を示します。

Switch(config)# ip access-list extended deny_access
Switch(config-ext-nacl)# deny tcp any any time-range new_year_day_2006
Switch(config-ext-nacl)# exit
Switch(config)# ip access-list extended may_access
Switch(config-ext-nacl)# permit tcp any any time-range workhours
Switch(config-ext-nacl)# end
Switch# show ip access-lists
Extended IP access list lpip_default
    10 permit ip any any
Extended IP access list deny_access
    10 deny tcp any any time-range new_year_day_2006 (inactive)
Extended IP access list may_access
    10 permit tcp any any time-range workhours (inactive) 

ACL へのコメントの挿入

remarkキーワードを使用すると、エントリに関するコメント（備考）を任意の IP 標準および拡張
ACL に追加できます。コメントを追加すると、ACL の把握および走査がより簡単になります。各
コメント行には、100 文字まで入力できます。

コメントは許可ステートメントまたは拒否ステートメントの前後に指定できます。コメントに対応

する許可ステートメントまたは拒否ステートメントが明確になるように、コメントの記述位置を統

一する必要があります。混乱を避けるため、たとえば、許可ステートメントまたは拒否ステートメ

ントの前に記述されているコメントと、ステートメントのあとに記述されているコメントが混在し

ないようにします。

番号指定の IP 標準または拡張 ACL にコメントを挿入するには、access-list access-list number remark
remark グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。コメントを削除するには、上
記のコマンドの no形式を使用します。

次の例では、Jones が所有するワークステーション のアクセスは許可されていますが、Smith が所
有するワークステーションのアクセスは禁止されています。

Switch(config)# access-list 1 remark Permit only Jones workstation through
Switch(config)# access-list 1 permit 171.69.2.88
Switch(config)# access-list 1 remark Do not allow Smith through
Switch(config)# access-list 1 deny 171.69.3.13

名前指定の IP ACL にエントリする場合は、remarkアクセス リスト コンフィギュレーション コマ
ンドを使用します。コメントを削除するには、上記のコマンドの no形式を使用します。

次の例では、Jones のサブネットは発信 Telnet の使用が禁止されています。

Switch(config)# ip access-list extended telnetting
Switch(config-ext-nacl)# remark Do not allow Jones subnet to telnet out
Switch(config-ext-nacl)# deny tcp host 171.69.2.88 any eq telnet

端末回線への IPv4 ACL の適用
番号指定の ACL を使用すると、1 つまたは複数の端末回線へのアクセスを制御できます。端末回線
には名前指定の ACL を適用できません。すべての仮想端末回線にユーザが接続する可能性がある
ため、すべての仮想端末回線に同一の制限を設定する必要があります。

インターフェイスに ACL を適用する手順については、「インターフェイスへの IPv4 ACL の適用」
（p.32-21）を参照してください。VLAN に ACL を適用する手順については、「VLAN マップの設定」
（p.32-31）を参照してください。
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ACL 内のアドレスと仮想端末回線との間の着信接続および発信接続を制限するには、イネーブル
EXEC モードで次の手順を実行します。

 

端末回線から ACL を削除するには、no access-class access-list-number {in | out}ライン コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。

インターフェイスへの IPv4 ACL の適用
ここでは、ネットワーク インターフェイスに IPv4 ACL を適用する手順について説明します。次の
注意事項を考慮してください。

• レイヤ 2 インターフェイスの場合は、ACL を着信方向にのみ適用します。レイヤ 3 インター
フェイスの場合は、ACL を着信または発信のいずれかの方向に適用します。

• インターフェイスへのアクセスを制御する場合は、名前指定または番号指定の ACL を使用で
きます。

• VLAN に属しているレイヤ 2 インターフェイスに ACL を適用した場合、レイヤ 2（ポート）
ACL は VLAN インターフェイスに適用された入力方向のレイヤ 3 ACL、または VLAN に適用
された VLAN マップよりも優先します。レイヤ 2 ポートに着信したパケットは、常にポート
ACL でフィルタリングされます。

• レイヤ 3 インターフェイスに ACL が適用され、スイッチ上でルーティングがイネーブルになっ
ていない場合は、SNMP、Telnet、Web トラフィックなど、CPU で処理されるパケットのみが
フィルタリングされます。レイヤ 2 インターフェイスに ACL を適用する場合、ルーティング
をイネーブルにする必要はありません。

• プライベート VLAN が設定されている場合、ルータ ACL は、プライマリ VLAN SVI にのみ適
用できます。ACL は、プライマリおよびセカンダリ VLAN レイヤ 3 トラフィック両方に適用
できます。

（注） パケットがアクセス グループによって拒否された場合、デフォルトでは、ルータは ICMP 到達不能
メッセージを送信します。アクセス グループによって拒否されたこれらのパケットはハードウェ
アで廃棄されず、スイッチの CPU にブリッジングされて、ICMP 到達不能メッセージを生成します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 line [console | vty] line-number 設定する特定の回線を指定し、インライン コンフィギュレー
ション モードを開始します。

• console ― コンソール端末回線を指定します。コンソール
ポートは DCE です。

• vty ― リモート コンソール アクセス用の仮想端末を指定し
ます。

line-number は、連続した一連の番号の最初の回線番号で、回線
タイプを指定するときに設定します。指定できる範囲は 0 ～ 16
です。

ステップ 3 access-class access-list-number {in | out} 特定の仮想端末回線（デバイス側）とアクセス リストに指定さ
れたアドレス間の着信接続および発信接続を制限します。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show running-config アクセス リストの設定を表示します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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インターフェイスへのアクセスを制御するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行しま
す。

 

指定されたアクセス グループを削除するには、no ip access-group {access-list-number | name} {in | out}
インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。

次に、ポートにアクセス リスト 2 を適用し、ポートに入るパケットをフィルタリングする例を示し
ます。

Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Router(config-if)# ip access-group 2 in

（注） ip access-group インターフェイス コンフィギュレーション コマンドをレイヤ 3 インターフェイス
（SVI、レイヤ 3 EtherChannel、またはルーテッド ポート）に適用するには、そのインターフェイス
に IP アドレスが設定されている必要があります。レイヤ 3 アクセス グループは、CPU のレイヤ 3
プロセスによってルーティングまたは受信されるパケットをフィルタリングします。このグループ

は、VLAN 内でブリッジングされるパケットに影響を与えません。

着信 ACL の場合、パケットの受信後スイッチはパケットを ACL と照合します。ACL によってパ
ケットが許可された場合は、パケットの処理が続行されます。拒否された場合、パケットは廃棄さ

れます。

発信 ACL の場合、パケットを受信し制御対象インターフェイスにルーティングしたあと、スイッ
チはパケットを ACL と照合します。ACL によってパケットが許可された場合、パケットは送信さ
れます。拒否された場合、パケットは廃棄されます。

デフォルトでは、パケットが廃棄された場合は、その原因が入力インターフェイスの ACL または
発信インターフェイスの ACL のいずれであっても、常に入力インターフェイスから ICMP 到達不
能メッセージが送信されます。ICMP 到達不能メッセージは通常、入力インターフェイス 1 つにつ
き、0.5 秒ごとに 1 つだけ生成されます。ただし、この設定は ip icmp rate-limit unreachableグロー
バル コンフィギュレーション コマンドを使用して変更できます。

未定義の ACL をインターフェイスに適用すると、スイッチは ACL がインターフェイスに適用され
ていないと判断して処理を行い、すべてのパケットが許可されます。ネットワーク セキュリティの
ため、未定義の ACL を使用する場合は注意してください。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id 設定する特定のインターフェイスを指定し、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。

インターフェイスには、レイヤ 2 インターフェイス（ポート
ACL）またはレイヤ 3 インターフェイス（ルータ ACL）を指定
できます。

ステップ 3 ip access-group {access-list-number | name} 
{in | out}

指定したインターフェイスへのアクセスを制御します。

outキーワードは、レイヤ 2 インターフェイス（ポート ACL）で
はサポートされていません。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show running-config アクセス リストの設定を表示します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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IP ACL のハードウェアおよびソフトウェア処理
ACL は主にハードウェアで処理されますが、一部のトラフィックは CPU に転送してソフトウェア
で処理する必要があります。ハードウェアの容量が一杯になり、ACL 設定を保管できなくなると、
パケットは CPU に送信されて転送されます。ソフトウェアで転送されるトラフィックの転送速度
は、ハードウェアで転送されるトラフィックに比べて大幅に低下します。

（注） スタック メンバーのリソース不足が原因でハードウェアに ACL を設定できない場合、影響を受け
る（ソフトウェアで転送される）のは、スイッチに着信した該当 VLAN 内のトラフィックのみで
す。パケットのソフトウェア転送が発生すると、消費される CPU サイクル数に応じて、スイッチ
スタックのパフォーマンスが低下することがあります。

ルータ ACL の場合は、次の場合にパケットが CPU に送信されることがあります。

• logキーワードを使用する。

• ICMP 到達不能メッセージを生成する。

トラフィック フローのロギングと転送の両方を行う場合、転送はハードウェアで処理されますが、
ロギングはソフトウェアで処理する必要があります。ハードウェアとソフトウェアではパケット処

理能力が異なるため、ロギング中であるすべてのフロー（許可フローと拒否フロー）の合計帯域幅

が非常に大きい場合は、転送されたパケットの一部をロギングできません。

ルータ ACL の設定をハードウェアに適用できない場合、VLAN に着信したルーティング対象パケッ
トはソフトウェアでルーティングされますが、ブリッジングはハードウェアで行われます。ACL に
よって多数のパケットが CPU に転送されると、スイッチのパフォーマンスが低下することがあり
ます。

show ip access-lists イネーブル EXEC コマンドを入力したときに表示される一致の個数に、ハード
ウェアでアクセス制御されるパケットは含まれません。スイッチド パケットおよびルーテッド パ
ケットに関するハードウェアの ACL の基本的な統計情報を取得する場合は、
show access-lists hardware countersイネーブル EXEC コマンドを使用します。

ルータ ACL の機能は、次のとおりです。

• 標準 ACL および拡張 ACL（入力および出力）の許可アクションや拒否アクションをハードウェ
アで制御し、アクセス制御のセキュリティを強化します。

• ip unreachablesがディセーブルの場合、logを指定しないと、セキュリティ ACL の拒否ステー
トメントと一致するフローがハードウェアによって廃棄されます。許可ステートメントと一致
するフローは、ハードウェアでスイッチングされます。

• ルータ ACL の ACE に logキーワードを追加すると、パケットのコピーが CPU に送信され、ロ
ギングのみが行われます。ACE が許可ステートメントの場合も、パケットはハードウェアでス
イッチングおよびルーティングされます。
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IPv4 ACL の設定例
ここでは、IPv4 ACL の設定例および適用例を示します。ACL の編集の詳細については、『Cisco IOS
Security Configuration Guide』 Release 12.2 および『Cisco IOS IP Configuration Guide』 Release 12.2 の
「IP Addressing and Services」の章にある「Configuring IP Services」を参照してください。

図 32-3 に、小規模ネットワークが構築されたオフィス環境を示します。ルーテッド ポート 2 に接
続されたサーバ A には、すべての従業員がアクセスできる収益などの情報が格納されています。
ルーテッド ポート 1 に接続されたサーバ B には、機密扱いの給与支払いデータが格納されていま
す。サーバ A にはすべてのユーザがアクセスできますが、サーバ B にアクセスできるユーザは制
限されています。

ルータ ACL を使用して上記のように設定するには、次のいずれかの方法を使用します。

• 標準 ACL を作成し、ポート 1 からサーバに着信するトラフィックをフィルタリングします。

• 拡張 ACL を作成し、サーバからポート 1 に着信するトラフィックをフィルタリングします。

図 32-3 ルータ ACL によるトラフィックの制御

次に、標準 ACL を使用してポートからサーバ B に着信するトラフィックをフィルタリングし、経
理部の送信元アドレス 172.20.128.64 ～ 172.20.128.95 から送信されるトラフィックのみを許可する
例を示します。この ACL は、指定された送信元アドレスを持ちルーテッド ポート 1 から送信され
るトラフィックに適用されます。

Switch(config)# access-list 6 permit 172.20.128.64 0.0.0.31
Switch(config)# end
Switch# show access-lists
Standard IP access list 6
    10 permit 172.20.128.64, wildcard bits 0.0.0.31 
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# ip access-group 6 out

 A  B 

 2  1

172.20.128.64 95172.20.128.0 31

10
13

54



第 32章      ACL によるネットワーク セキュリティの設定
IPv4 ACL の設定

32-25
Catalyst 3750 スイッチ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

78-16180-06-J

次に、拡張 ACL を使用してサーバ B からポート 3 に着信するトラフィックをフィルタリングし、
任意の送信元アドレス（この場合はサーバ B）から経理部の宛先アドレス 172.20.128.64 ～
172.20.128.95 に送信されるトラフィックのみを許可する例を示します。この ACL は、ルーテッド
ポート 1 に着信するトラフィックに適用され、指定の宛先アドレスに送信されるトラフィックのみ
を許可します。拡張 ACL を使用する場合は、送信元および宛先情報の前に、プロトコル（IP）を
入力する必要があります。

Switch(config)# access-list 106 permit ip any 172.20.128.64 0.0.0.31
Switch(config)# end
Switch# show access-lists
Extended IP access list 106
    10 permit ip any 172.20.128.64 0.0.0.31 
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# ip access-group 106 in

番号指定 ACL

次の例のネットワーク 36.0.0.0 は、2 番めのオクテットがサブネットを指定するクラス A ネット
ワークです。つまり、サブネット マスクは 255.255.0.0 です。ネットワーク アドレス 36.0.0.0 の 3
番めおよび 4 番めのオクテットは、特定のホストを指定します。アクセス リスト 2 を使用して、サ
ブネット 48 のアドレスを 1 つ許可し、同じサブネットの他のアドレスはすべて拒否します。この
アクセス リストの最終行は、ネットワーク 36.0.0.0 の他のすべてのサブネット上のアドレスが許可
されることを示します。ACL はポートの着信パケットに適用されます。

Switch(config)# access-list 2 permit 36.48.0.3
Switch(config)# access-list 2 deny 36.48.0.0 0.0.255.255 
Switch(config)# access-list 2 permit 36.0.0.0 0.255.255.255 
Switch(config)# interface gigabitethernet2/0/1
Switch(config-if)# ip access-group 2 in

拡張 ACL

次の例の先頭行は、1023 よりも大きい宛先ポートへの着信 TCP 接続を許可します。2 番めの行は、
ホスト 128.88.1.2 の SMTP ポートへの着信 TCP 接続を許可します。3 番めの行は、エラー フィード
バック用の着信 ICMP メッセージを許可します。

Switch(config)# access-list 102 permit tcp any 128.88.0.0 0.0.255.255 gt 1023
Switch(config)# access-list 102 permit tcp any host 128.88.1.2 eq 25
Switch(config)# access-list 102 permit icmp any any
Switch(config)# interface gigabitethernet2/0/1
Switch(config-if)# ip access-group 102 in

拡張 ACL を使用する別の例として、インターネットに接続されたネットワークがあり、ネットワー
ク上の任意のホストが、インターネット上の任意のホストと TCP 接続を確立できるようにする場合
を考えます。ただし、IP ホストからは、専用メール ホストのメール（SMTP）ポートを除き、ネッ
トワーク上のホストと TCP 接続を確立できないようにするとします。

SMTP は、接続の一端では TCP ポート 25、もう一端ではランダムなポート番号を使用します。接
続している間は、同じポート番号が使用されます。インターネットから着信するメール パケットの
宛先ポートは 25 です。発信パケットのポート番号は予約されています。安全なネットワーク シス
テムでは常にポート 25 でのメール接続が使用されているため、着信サービスと発信サービスを個
別に制御できます。ACL は発信インターフェイスの入力 ACL および着信インターフェイスの出力
ACL として設定される必要があります。
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次の例では、ネットワークはアドレスが 128.88.0.0 のクラス B ネットワークで、メール ホストのア
ドレスは 128.88.1.2 です。established キーワードは、確立された接続を表示する TCP 専用のキー
ワードです。TCP データグラムに ACK または RST ビットが設定され、パケットが既存の接続に属
していることが判明すると、一致とみなされます。スタック メンバー 1 のギガビット イーサネッ
ト インターフェイス 1は、ルータをインターネットに接続するインターフェイスです。

Switch(config)# access-list 102 permit tcp any 128.88.0.0 0.0.255.255 established
Switch(config)# access-list 102 permit tcp any host 128.88.1.2 eq 25
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# ip access-group 102 in

名前指定 ACL

次に、Internet_filterという名前の標準 ACL および marketing_groupという名前の拡張 ACL を作成す
る例を示します。internet_filter ACL は、送信元アドレス 1.2.3.4 から送信されるすべてのトラフィッ
クを許可します。

Switch(config)# ip access-list standard Internet_filter
Switch(config-ext-nacl)# permit 1.2.3.4
Switch(config-ext-nacl)# exit

marketing_group ACL は、宛先アドレスと宛先ワイルドカードの値 171.69.0.0 0.0.255.255 への任意の
TCP Telnet トラフィックを許可し、その他の TCP トラフィックを拒否します。また、ICMP トラ
フィックを許可し、任意の送信元から、宛先ポートが 1024 より小さい 171.69.0.0 ～ 179.69.255.255
の宛先アドレスへ送信される UDP トラフィックを拒否します。それ以外のすべての IP トラフィッ
クを拒否して、結果を示すログが表示されます。

Switch(config)# ip access-list extended marketing_group
Switch(config-ext-nacl)# permit tcp any 171.69.0.0 0.0.255.255 eq telnet
Switch(config-ext-nacl)# deny tcp any any
Switch(config-ext-nacl)# permit icmp any any
Switch(config-ext-nacl)# deny udp any 171.69.0.0 0.0.255.255 lt 1024
Switch(config-ext-nacl)# deny ip any any log
Switch(config-ext-nacl)# exit

Internet_filter ACL はレイヤ 3 ポート上の発信トラフィックに、marketing_group ACL はレイヤ 3 ポー
ト上の着信トラフィックに適用されます。

Switch(config)# interface gigabitethernet3/0/2
Switch(config-if)# no switchport
Switch(config-if)# ip address 2.0.5.1 255.255.255.0
Switch(config-if)# ip access-group Internet_filter out
Switch(config-if)# ip access-group marketing_group in
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IP ACL に適用される時間範囲

次に、月曜から金曜の午前 8 時～午後 6 時（18:00）の間、IP の HTTP トラフィックを拒否する例
を示します。また、土曜および日曜の正午～午後 8 時（20:00）の間のみ、UDP トラフィックを許
可します。

Switch(config)# time-range no-http
Switch(config)# periodic weekdays 8:00 to 18:00
!
Switch(config)# time-range udp-yes
Switch(config)# periodic weekend 12:00 to 20:00
!
Switch(config)# ip access-list extended strict
Switch(config-ext-nacl)# deny tcp any any eq www time-range no-http
Switch(config-ext-nacl)# permit udp any any time-range udp-yes
!
Switch(config-ext-nacl)# exit
Switch(config)# interface gigabitethernet2/0/1
Switch(config-if)# ip access-group strict in

コメント付きの IP ACL エントリ

次の番号指定 ACL の例では、Jones が所有するワークステーションのアクセスは許可されています
が、Smith が所有するワークステーションのアクセスは禁止されています。

Switch(config)# access-list 1 remark Permit only Jones workstation through
Switch(config)# access-list 1 permit 171.69.2.88
Switch(config)# access-list 1 remark Do not allow Smith workstation through
Switch(config)# access-list 1 deny 171.69.3.13

次に示す番号指定 ACL の例では、Winter および Smith のワークステーションは Web 閲覧が禁止さ
れます。

Switch(config)# access-list 100 remark Do not allow Winter to browse the web
Switch(config)# access-list 100 deny host 171.69.3.85 any eq www
Switch(config)# access-list 100 remark Do not allow Smith to browse the web
Switch(config)# access-list 100 deny host 171.69.3.13 any eq www

次に示す名前指定 ACL の例では、Jones のサブネットはアクセスが禁止されます。

Switch(config)# ip access-list standard prevention
Switch(config-std-nacl)# remark Do not allow Jones subnet through
Switch(config-std-nacl)# deny 171.69.0.0 0.0.255.255

次に示す名前指定 ACL の例では、Jones のサブネットは発信 Telnet の使用が禁止されます。

Switch(config)# ip access-list extended telnetting
Switch(config-ext-nacl)# remark Do not allow Jones subnet to telnet out
Switch(config-ext-nacl)# deny tcp 171.69.0.0 0.0.255.255 any eq telnet

ACL のロギング

ルータ ACL では、2 種類のロギングがサポートされています。logキーワードを指定すると、エン
トリと一致するパケットに関するログ通知メッセージがコンソールに送信されます。log-inputキー
ワードを指定すると、ログ エントリに入力インターフェイスが追加されます。
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次の例では、名前指定の標準アクセス リスト stan1は 10.1.1.0 0.0.0.255 からのトラフィックを拒否
し、その他のすべての送信元からのトラフィックを許可します。logキーワードも指定されています。

Switch(config)# ip access-list standard stan1
Switch(config-std-nacl)# deny 10.1.1.0 0.0.0.255 log
Switch(config-std-nacl)# permit any log
Switch(config-std-nacl)# exit
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# ip access-group stan1 in
Switch(config-if)# end
Switch# show logging
Syslog logging: enabled (0 messages dropped, 0 flushes, 0 overruns)
    Console logging: level debugging, 37 messages logged
    Monitor logging: level debugging, 0 messages logged
    Buffer logging: level debugging, 37 messages logged
    File logging: disabled
    Trap logging: level debugging, 39 message lines logged

Log Buffer (4096 bytes):

00:00:48: NTP: authentication delay calculation problems

（テキスト出力は省略）

00:09:34:%SEC-6-IPACCESSLOGS:list stan1 permitted 0.0.0.0 1 packet
00:09:59:%SEC-6-IPACCESSLOGS:list stan1 denied 10.1.1.15 1 packet
00:10:11:%SEC-6-IPACCESSLOGS:list stan1 permitted 0.0.0.0 1 packet

次に、名前指定の拡張アクセス リスト ext1によって、任意の送信元から 10.1.1.0 0.0.0.255 への ICMP
パケットを許可し、すべての UDP パケットを拒否する例を示します。

Switch(config)# ip access-list extended ext1
Switch(config-ext-nacl)# permit icmp any 10.1.1.0 0.0.0.255 log
Switch(config-ext-nacl)# deny udp any any log
Switch(config-std-nacl)# exit
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/2
Switch(config-if)# ip access-group ext1 in

次に、拡張 ACL のログの例を示します。

01:24:23:%SEC-6-IPACCESSLOGDP:list ext1 permitted icmp 10.1.1.15 -> 10.1.1.61 (0/0), 1 
packet
01:25:14:%SEC-6-IPACCESSLOGDP:list ext1 permitted icmp 10.1.1.15 -> 10.1.1.61 (0/0), 7 
packets
01:26:12:%SEC-6-IPACCESSLOGP:list ext1 denied udp 0.0.0.0(0) -> 255.255.255.255(0), 1 
packet
01:31:33:%SEC-6-IPACCESSLOGP:list ext1 denied udp 0.0.0.0(0) -> 255.255.255.255(0), 8 
packets

IP ACL のすべてのロギング エントリは %SEC-6-IPACCESSLOGで開始します。エントリの形式は、一

致した ACL やアクセス エントリの種類に応じて若干異なります。

次に、log-inputキーワードを指定した場合の出力メッセージの例を示します。

00:04:21:%SEC-6-IPACCESSLOGDP:list inputlog permitted icmp 10.1.1.10 (Vlan1 
0001.42ef.a400) -> 10.1.1.61 (0/0), 1 packet

logキーワードを指定した場合、同様のパケットに関するログ メッセージには入力インターフェイ
ス情報が追加されません。

00:05:47:%SEC-6-IPACCESSLOGDP:list inputlog permitted icmp 10.1.1.10 -> 10.1.1.61 
(0/0), 1 packet
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名前指定 MAC 拡張 ACL の作成
VLAN またはレイヤ 2 インターフェイスで非 IPv4 トラフィックをフィルタリングする場合は、
MAC アドレスおよび名前指定の MAC 拡張 ACL を使用します。手順については、他の名前指定拡
張 ACL の場合と同様です。

（注） レイヤ 3 インターフェイスには、名前指定 MAC 拡張 ACL を適用できません。

mac access-list extendedコマンドでサポートされている非 IP プロトコルの詳細については、このリ
リースのコマンド リファレンスを参照してください。

（注） appletalkはコマンドラインのヘルプに表示されますが、denyおよび permit MAC アクセス リスト
コンフィギュレーション モード コマンドの一致条件としてサポートされません。

名前指定の MAC 拡張 ACL を作成するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

ACL 全体を削除するには、no mac access-list extended nameグローバル コンフィギュレーション コ
マンドを使用します。名前指定の MAC 拡張 ACL から ACE を個別に削除することもできます。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 mac access-list extended name 名前を使用して MAC 拡張アクセス リストを定義します。

ステップ 3 {deny | permit} {any | host source MAC 
address | source MAC address mask} {any | 
host destination MAC address | destination 
MAC address mask} [type mask | lsap lsap 
mask | aarp | amber | dec-spanning | 
decnet-iv | diagnostic | dsm | etype-6000 | 
etype-8042 | lat | lavc-sca | mop-console | 
mop-dump | msdos | mumps | netbios | 
vines-echo |vines-ip | xns-idp | 0-65535] 
[cos cos]

拡張 MAC アクセスリスト コンフィギュレーション モードでは、
あらゆる（any）送信元 MAC アドレス、マスク付きの送信元 MAC
アドレス、または特定の（host）送信元 MAC アドレス、および
あらゆる（any）宛先 MAC アドレス、マスク付き宛先 MAC アド
レス、または特定の宛先 MAC アドレスに、permit または deny
を指定します。

（任意）次のオプションを入力できます。

• type mask ― Ethernet II または SNAP でカプセル化されたパ
ケットの任意の EtherType 番号。10 進数、16 進数、または 8
進数で表記できます。EtherType に適用される don’t careビッ
トの任意のマスクが付加され、一致検査が行われます。

• lsap lsap mask ― IEEE 802.2 でカプセル化されたパケットの
LSAP 番号。10 進数、16 進数、または 8 進数で表記できま
す。don’t care ビットの任意のマスクが付加されます。

• aarp | amber | dec-spanning | decnet-iv | diagnostic | dsm |
etype-6000 | etype-8042 | lat | lavc-sca | mop-console | mop-dump
| msdos | mumps | netbios | vines-echo |vines-ip | xns-idp ― 非 IP
プロトコル

• cos cos ― プライオリティを設定するために使用される、0 ～
7 の IEEE 802.1Q Cost of Service（CoS）番号

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show access-lists [number | name] アクセス リストの設定を表示します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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次に、DECnet Phase IV という EtherType のトラフィックのみを拒否し、その他のすべてのタイプの
トラフィックを許可する、mac1という名前のアクセス リストを作成および表示する例を示します。

Switch(config)# mac access-list extended mac1
Switch(config-ext-macl)# deny any any decnet-iv
Switch(config-ext-macl)# permit any any
Switch(config-ext-macl)# end
Switch # show access-lists
Extended MAC access list mac1
    10 deny   any any decnet-iv 
    20 permit any any 

レイヤ 2 インターフェイスへの MAC ACL の適用
MAC ACL を作成し、それをレイヤ 2 インターフェイスに適用すると、そのインターフェイスに着
信する非 IP トラフィックをフィルタリングできます。MAC ACL を適用する場合は、次の注意事項
を考慮してください。

• VLAN に属しているレイヤ 2 インターフェイスに ACL を適用した場合、レイヤ 2（ポート）
ACL は VLAN インターフェイスに適用された入力方向のレイヤ 3 ACL、または VLAN に適用
された VLAN マップよりも優先します。レイヤ 2 ポートに着信したパケットは、常にポート
ACL でフィルタリングされます。

• 1 つのレイヤ 2 インターフェイスに適用できるのは、IP アクセス リスト 1 つと MAC アクセス
リスト 1 つだけです。IP アクセス リストは IP パケットのみをフィルタリングし、MAC アクセ
ス リストは非 IP パケットをフィルタリングします。

• 1 つのレイヤ 2 インターフェイスに適用できる MAC アクセス リストは 1 つだけです。すでに
MAC ACL が設定されているレイヤ 2 インターフェイスに MAC ACL を適用すると、前に設定
した ACL が新しい ACL に置き換わります。

レイヤ 2 インターフェイスへのアクセスを制御するため MAC アクセスリストを適用するには、イ
ネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

指定されたアクセス グループを削除するには、no mac access-group {name}インターフェイス コン
フィギュレーション コマンドを使用します。

次に、ポートに MAC アクセス リスト mac1を適用し、ポートに着信するパケットをフィルタリン
グする例を示します。

Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/2
Router(config-if)# mac access-group mac1 in

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id 特定のインターフェイスを指定し、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。インターフェイスは物理
レイヤ 2 インターフェイス（ポート ACL）でなければなりません。

ステップ 3 mac access-group {name} {in} MAC アクセスリストを使用し、指定されたインターフェイスへ
のアクセスを制御します。

ポート ACL は、着信方向に関してのみサポートされます。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show mac access-group [interface 
interface-id]

そのインターフェイスまたはすべてのレイヤ 2 インターフェイ
スに適用されている MAC アクセス リストを表示します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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（注） mac access-group インターフェイス コンフィギュレーション コマンドは、物理レイヤ 2 インター
フェイスに適用される場合に限り、有効です。EtherChannel ポート チャネルで、このコマンドを使
用することはできません。

スイッチは受信したパケットを入力 ACL と照合します。ACL によってパケットが許可された場合
は、パケットの処理が続行されます。拒否された場合、パケットは廃棄されます。未定義の ACL
をインターフェイスに適用すると、スイッチは ACL が適用されていないと判断して処理を行い、す
べてのパケットが許可されます。ネットワーク セキュリティのため、未定義の ACL を使用する場
合は注意してください。

VLAN マップの設定
ここでは、VLAN マップを設定する方法について説明します。この方法は、VLAN 内でフィルタリ
ングを制御する唯一の方法です。VLAN マップには方向がありません。VLAN マップを使用して、
特定の方向のトラフィックをフィルタリングするには、特定の送信元または宛先アドレスが指定さ

れた ACL を追加する必要があります。VLAN マップ内に該当タイプのパケット（IP または MAC）
に対する match ステートメントが存在する場合、デフォルトではマップ内のどのエントリにも一致
しないパケットが廃棄されます。該当タイプのパケットに対する match ステートメントが存在しな
い場合、デフォルトではパケットが転送されます。

この章で使用されるコマンドの構文および使用方法の詳細については、このリリースのコマンド リ
ファレンスを参照してください。

VLAN マップを作成して 1 つまたは複数の VLAN に適用するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 VLAN に適用する標準 IPv4 ACL または拡張 IP ACL、または名前指定の MAC 拡張 ACL を作成しま
す。「標準および拡張 IPv4 ACL の作成」（p.32-8）および「VLAN マップの作成」（p.32-33）を参照
してください。

ステップ 2 VLAN ACL マップ エントリを作成するには、vlan access-mapグローバル コンフィギュレーション
コマンドを入力します。

ステップ 3 アクセスマップ コンフィギュレーション モードでは、actionとして forward（デフォルト）または
dropを任意で入力できます。また、matchコマンドを入力し、既知の MAC アドレスのみが格納さ
れた IP パケットまたは非 IP パケットを指定したり、1 つまたは複数の ACL（標準または拡張）と
パケットを照合することもできます。

（注） パケット タイプ（IP または MAC）に対する match ステートメントが VLAN マップに存在
する場合、パケットがそのタイプに一致しない場合は、デフォルトでパケットが廃棄され

ます。該当タイプのパケットに対する match ステートメントが VLAN マップ内になく、そ
れに対するアクションが指定されていない場合、パケットは転送されます。

ステップ 4 VLAN マップを 1 つまたは複数の VLAN に適用するには、vlan filterグローバル コンフィギュレー
ション コマンドを使用します。
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ここでは、次の設定について説明します。

• VLAN マップ設定時の注意事項（p.32-32）

• VLAN マップの作成（p.32-33）

• VLAN への VLAN マップの適用（p.32-35）

• ネットワークでの VLAN マップの使用法（p.32-36）

VLAN マップ設定時の注意事項
VLAN マップの設定を行うときは、次の注意事項に従ってください。

• トラフィックを拒否するように設定された ACL がインターフェイスに存在せず、VLAN マッ
プが設定されていない場合は、すべてのトラフィックが許可されます。

• 各 VLAN マップは一連のエントリで構成されます。VLAN マップではエントリの順序が重要で
す。スイッチに着信したパケットは、VLAN マップの最初のエントリに対して比較検査されま
す。一致した場合は、VLAN マップで指定されたアクションが行われます。一致しなかった場
合、パケットはマップ内の次のエントリに対して比較検査されます。

• 該当タイプのパケット（IP または MAC）に対する match ステートメントが VLAN マップに 1
つまたは複数存在する場合でも、パケットがそれらの match ステートメントに一致しない場合
は、デフォルトでパケットが廃棄されます。該当タイプのパケットに対する match ステートメ
ントが VLAN マップ内に存在しない場合、デフォルトではパケットが転送されます。

• 多数の ACL が設定されている場合は、システムの起動に時間がかかることがあります。

• VLAN マップのロギングはサポートされません。

• スイッチのレイヤ 2 インターフェイスに IP アクセス リストまたは MAC アクセス リストが適
用されていて、ポートが属する VLAN に VLAN マップを適用した場合、このポートの ACL は
VLAN マップよりも優先されます。

• ハードウェアに VLAN マップの設定を適用できない場合は、その VLAN 内のすべてのパケッ
トをソフトウェアでブリッジングおよびルーティングする必要があります。

• VLAN マップは、プライマリおよびセカンダリ VLAN で設定できます。ただし、同じ VLAN
マップをプライベート VLAN のプライマリおよびセカンダリ VLAN で設定することを推奨し
ます。

• フレームがプライベート VLAN 内でレイヤ 2 転送された場合、同じ VLAN マップが入出力側
で適用されます。フレームがプライベート VLAN 内部から外部ポートにルーティングされた場
合、プライベート VLAN マップが入力側で適用されます。

－ ホスト ポートから混合ポートのアップストリーム方向に移動するフレームの場合、セカン
ダリ VLAN で設定された VLAN マップが適用されます。

－ 混合ポートからホスト ポートへのダウンストリーム方向に移動するフレームの場合、プラ
イマリ VLAN で設定された VLAN マップが適用されます。

プライベート VLAN 用に特定の IP トラフィックをフィルタリングするには、VLAN マップを
プライマリおよびセカンダリ VLAN 両方に適用する必要があります。プライベート VLAN の
詳細については、第 16 章「プライベート VLAN の設定」を参照してください。

設定例については、「ネットワークでの VLAN マップの使用法」（p.32-36）を参照してください。

ルータ ACL および VLAN マップを組み合わせて使用する方法については、「VLAN マップとルータ
ACL の設定時の注意事項」（p.32-39）を参照してください。
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VLAN マップの作成
各 VLAN マップは順番に並べられた一連のエントリで構成されます。VLAN マップ エントリを作
成、追加、削除するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

 

マップを削除するには、no vlan access-map name グローバル コンフィギュレーション コマンドを
使用します。マップ内の単一のシーケンス エントリを削除するには、no vlan access-map name 
numberグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

デフォルトのアクションである転送を行うには、no action アクセスマップ コンフィギュレーショ
ン コマンドを使用します。

VLAN マップでは、特定の permit または deny キーワードは使用されません。VLAN マップを使用
してパケットを拒否するには、パケットと比較する ACL を作成し、アクションを廃棄に設定しま
す。ACL に permit キーワードを指定した場合は一致とみなされます。ACL に deny キーワードを指
定した場合は一致しないとみなされます。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 vlan access-map name [number] VLAN マップを作成し、名前および番号（任意）を付けます。番
号は、マップ内のエントリの順序を表す数字です。

同じ名前の VLAN マップを作成すると、10 ずつ増分する番号が
順に割り当てられます。マップを変更または削除するときは、目

的のマップ エントリの番号を入力できます。

このコマンドを入力すると、アクセスマップ コンフィギュレー
ション モードに変わります。

ステップ 3 action {drop | forward} （任意）マップ エントリに対するアクションを設定します。デ
フォルトは転送です。

ステップ 4 match {ip | mac} address {name | number} 
[name | number]

1 つまたは複数の標準または拡張アクセス リストに対してパ
ケットを比較します（IP または MAC アドレスを使用）。パケッ
トの比較は、対応するプロトコル タイプのアクセス リストに対
してのみ行われます。IP パケットは、標準または拡張 IP アクセ
ス リストに対して比較されます。非 IP パケットは、名前指定の
MAC 拡張アクセス リストに対してのみ比較されます。

ステップ 5 end グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 6 show running-config アクセス リストの設定を表示します。

ステップ 7 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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ACL および VLAN マップの例

次に、特定の目的で ACL および VLAN マップを作成する例を示します。

例 1

ここでは、パケットを拒否する ACL および VLAN マップを作成する例を示します。最初のマップ
では、ip1 ACL（TCP パケット）に一致するすべてのパケットが廃棄されます。最初に、すべての
TCP パケットを許可し、それ以外のパケットをすべて拒否する ip1ACL を作成します。VLAN マッ
プには IP パケットに対する match ステートメントが存在するため、デフォルトではどの match ス
テートメントとも一致しないすべての IP パケットが廃棄されます。

Switch(config)# ip access-list extended ip1
Switch(config-ext-nacl)# permit tcp any any 
Switch(config-ext-nacl)# exit
Switch(config)# vlan access-map map_1 10
Switch(config-access-map)# match ip address ip1
Switch(config-access-map)# action drop

次に、パケットを許可する VLAN マップを作成する例を示します。ACL ip2は UDP パケットを許
可します。ip2 ACL と一致するすべてのパケットが転送されます。このマップでは、これ以前のど
の ACL とも一致しなかったすべての IP パケット（TCP でも UDP でもないパケット）が廃棄され
ます。

Switch(config)# ip access-list extended ip2
Switch(config-ext-nacl)# permit udp any any 
Switch(config-ext-nacl)# exit
Switch(config)# vlan access-map map_1 20
Switch(config-access-map)# match ip address ip2
Switch(config-access-map)# action forward

例 2

次の例の VLAN マップには、IP パケットの廃棄および MAC パケットの転送というデフォルト ア
クションがあります。標準の ACL 101 と名前指定の拡張アクセス リスト igmp-match および
tcp-matchをこのマップと組み合わせて使用すると、次のようになります。

• すべての UDP パケットが転送されます。

• すべての IGMP パケットが廃棄されます。

• すべての TCP パケットが転送されます。

• その他のすべての IP パケットが廃棄されます。

• すべての非 IP パケットが転送されます。
Switch(config)# access-list 101 permit udp any any
Switch(config)# ip access-list extended igmp-match
Switch(config-ext-nacl)# permit igmp any any
Switch(config)# ip access-list extended tcp-match
Switch(config-ext-nacl)# permit tcp any any
Switch(config-ext-nacl)# exit
Switch(config)# vlan access-map drop-ip-default 10
Switch(config-access-map)# match ip address 101
Switch(config-access-map)# action forward
Switch(config-access-map)# exit
Switch(config)# vlan access-map drop-ip-default 20
Switch(config-access-map)# match ip address igmp-match
Switch(config-access-map)# action drop
Switch(config-access-map)# exit
Switch(config)# vlan access-map drop-ip-default 30
Switch(config-access-map)# match ip address tcp-match
Switch(config-access-map)# action forward
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例 3

次の例の VLAN マップには、MAC パケットの廃棄および IP パケットの転送というデフォルト ア
クションがあります。MAC 拡張アクセス リスト good-hostsおよび good-protocolsとこのマップを
組み合わせて使用すると、次のようになります

• ホスト 0000.0c00.0111 および 0000.0c00.0211 からの MAC パケットが転送されます。

• decnet-ip または vines-ip プロトコルを使用する MAC パケットが転送されます。

• その他のすべての非 IP パケットが廃棄されます。

• すべての IP パケットが転送されます。
Switch(config)# mac access-list extended good-hosts
Switch(config-ext-macl)# permit host 000.0c00.0111 any
Switch(config-ext-macl)# permit host 000.0c00.0211 any
Switch(config-ext-nacl)# exit
Switch(config)# mac access-list extended good-protocols
Switch(config-ext-macl)# permit any any decnet-ip
Switch(config-ext-macl)# permit any any vines-ip
Switch(config-ext-nacl)# exit
Switch(config)# vlan access-map drop-mac-default 10
Switch(config-access-map)# match mac address good-hosts
Switch(config-access-map)# action forward
Switch(config-access-map)# exit
Switch(config)# vlan access-map drop-mac-default 20
Switch(config-access-map)# match mac address good-protocols
Switch(config-access-map)# action forward

例 4

次の例の VLAN マップには、すべてのパケット（IP および非 IP）が廃棄されるデフォルト アクショ
ンがあります。例 2 および例 3 のアクセス リスト tcp-matchおよび good-hostsをこのマップと組み
合わせて使用すると、次のようになります。

• すべての TCP パケットが転送されます。

• ホスト 0000.0c00.0111 および 0000.0c00.0211 からの MAC パケットが転送されます。

• その他のすべての IP パケットが廃棄されます。

• その他のすべての MAC パケットが廃棄されます。
Switch(config)# vlan access-map drop-all-default 10
Switch(config-access-map)# match ip address tcp-match
Switch(config-access-map)# action forward
Switch(config-access-map)# exit
Switch(config)# vlan access-map drop-all-default 20
Switch(config-access-map)# match mac address good-hosts
Switch(config-access-map)# action forward

VLAN への VLAN マップの適用
1 つの VLAN マップを 1 つまたは複数の VLAN に適用するには、イネーブル EXEC モードで次の
手順を実行します。

 

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 vlan filter mapname vlan-list list VLAN マップを 1 つまたは複数の VLAN ID に適用します。

list には単一の VLAN ID（22）、連続した範囲（10-22）、または VLAN
ID からなるストリング（12,22,30）を指定できます。カンマやハイ
フンの前後にスペースを挿入することもできます。
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VLAN マップを削除するには、no vlan filter mapname vlan-list listグローバル コンフィギュレーショ
ン コマンドを使用します。

次に、VLAN マップ 1 を VLAN 20 ～ 22 に適用する例を示します。

Switch(config)# vlan filter map 1 vlan-list 20-22

ネットワークでの VLAN マップの使用法
ここでは、VLAN マップの一般的な使用法について説明します。

• 配線クローゼットの構成（p.32-36）

• 別の VLAN にあるサーバへのアクセス拒否（p.32-37）

配線クローゼットの構成

配線クローゼット構成におけるスイッチでは、ルーティングがイネーブルでない可能性がありま

す。ただし、この構成でも VLAN マップおよび QoS 分類 ACL はサポートされています。図 32-4で
は、ホスト X およびホスト Y は異なる VLAN 内にあり、配線クローゼット スイッチ A およびス
イッチ C に接続されていると想定しています。ホスト X からホスト Y へのトラフィックは、ルー
ティングがイネーブルに設定されたレイヤ 3 スイッチであるスイッチ B によって最終的にルー
ティングされます。ホスト X からホスト Y へのトラフィックは、トラフィックのエントリ ポイン
トであるスイッチ A でアクセス制御できます。

図 32-4 配線クローゼットの構成

ステップ 3 show running-config アクセス リストの設定を表示します。

ステップ 4 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明
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HTTP トラフィックをホスト X からホスト Y へスイッチングしない場合は、ホスト X（IP アドレス
10.1.1.32）からホスト Y（IP アドレス 10.1.1.34）への HTTP トラフィックがスイッチ B にブリッジ
ングされず、すべてスイッチ A で廃棄されるようにスイッチ A の VLAN マップを設定できます。

まず、HTTP ポートですべての TCP トラフィックを許可（一致）する IP アクセス リスト httpを定
義します。

Switch(config)# ip access-list extended http
Switch(config-ext-nacl)# permit tcp host 10.1.1.32 host 10.1.1.34 eq www
Switch(config-ext-nacl)# exit

次に、http アクセス リストと一致するトラフィックが廃棄され、その他のすべての IP トラフィッ
クが転送されるように、VLAN アクセス マップ map2を作成します。

Switch(config)# vlan access-map map2 10
Switch(config-access-map)# match ip address http
Switch(config-access-map)# action drop
Switch(config-access-map)# exit
Switch(config)# ip access-list extended match_all
Switch(config-ext-nacl)# permit ip any any
Switch(config-ext-nacl)# exit
Switch(config)# vlan access-map map2 20
Switch(config-access-map)# match ip address match_all
Switch(config-access-map)# action forward

次に、VLAN アクセスマップ map2を VLAN 1 に適用します。

Switch(config)# vlan filter map2 vlan 1

別の VLAN にあるサーバへのアクセス拒否

別の VLAN にあるサーバへのアクセスを制限できます。たとえば、VLAN10 内のサーバ 10.1.1.100
では、次のホストへのアクセスを拒否する必要があります（図 32-5を参照）。

• VLAN20 内のサブネット 10.1.2.0/8 にあるホストのアクセスを禁止します。

• VLAN10 内のホスト 10.1.1.4 および 10.1.1.8 のアクセスを禁止します。

図 32-5 別の VLAN にあるサーバへのアクセス拒否
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次に、サブネット 10.1.2.0.8 内のホスト、ホスト 10.1.1.4、およびホスト 10.1.1.8 のアクセスを拒否
し、その他の IP トラフィックを許可する VLAN マップ SERVER1-ACL を作成して、別の VLAN 内
のサーバへのアクセスを拒否する例を示します。最後に、VLAN マップ SERVER1-ACL を VLAN 10
に適用します。

ステップ 1 対応するパケットと比較する IP ACL を定義します。

Switch(config)# ip access-list extended SERVER1_ACL
Switch(config-ext-nacl))# permit ip 10.1.2.0 0.0.0.255 host 10.1.1.100
Switch(config-ext-nacl))# permit ip host 10.1.1.4 host 10.1.1.100
Switch(config-ext-nacl))# permit ip host 10.1.1.8 host 10.1.1.100
Switch(config-ext-nacl))# exit

ステップ 2 SERVER1_ACL と一致する IP パケットを廃棄し、一致しない IP パケットを転送するこの ACL を使
用して、VLAN マップを定義します。

Switch(config)# vlan access-map SERVER1_MAP
Switch(config-access-map)# match ip address SERVER1_ACL
Switch(config-access-map)# action drop
Switch(config)# vlan access-map SERVER1_MAP 20
Switch(config-access-map)# action forward
Switch(config-access-map)# exit

ステップ 3 VLAN 10 に VLAN マップを適用します。

Switch(config)# vlan filter SERVER1_MAP vlan-list 10.
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ルータ ACL を VLAN マップと組み合わせて使用する方法
ブリッジングされたトラフィックおよびルーティングされたトラフィックの両方に対してアクセ

ス制御を行うには、VLAN マップを単独で使用するか、またはルータ ACL と VLAN マップを組み
合わせて使用します。入力と出力両方のルーテッド VLAN インターフェイスでルータ ACL を定義
したり、ブリッジングされたトラフィックのアクセスを制御する VLAN マップを定義できます。

パケット フローが ACL 内 VLAN マップの deny ステートメントと一致した場合、ルータ ACL の設
定に関係なく、パケット フローは拒否されます。

（注） ルータ ACL を VLAN マップと組み合わせて使用し、ルータ ACL でのロギングを必要とするパケッ
トが VLAN マップで拒否された場合、これらのパケットはロギングされません。

パケット タイプ（IP または MAC）に対する match ステートメントが VLAN マップに存在する場
合、パケットがそのタイプに一致しない場合は、デフォルトでパケットが廃棄されます。VLAN
マップ内に match ステートメントがなく、アクションが指定されていない場合、どの VLAN マップ
エントリとも一致しないパケットは転送されます。

ここでは、ルータ ACL を VLAN マップと組み合わせて使用する方法について説明します。

• VLAN マップとルータ ACL の設定時の注意事項（p.32-39）

• VLAN に適用されるルータ ACL と VLAN マップの例（p.32-40）

VLAN マップとルータ ACL の設定時の注意事項
ここに記載された注意事項は、ルータ ACLおよび VLAN マップを同じ VLAN 上で使用する必要が
ある設定に適用されます。ルータ ACL および VLAN マップを異なる VLAN に割り当てる設定には、
これらの注意事項は適用されません。

スイッチ ハードウェアは、方向（入力および出力）ごとにセキュリティ ACL を 1 回検索します。
したがって、ルータ ACL および VLAN マップを同じ VLAN に設定する場合は、これらを統合する
必要があります。ルータ ACL と VLAN マップを統合すると、ACE の数が膨大になる場合がありま
す。

ルータ ACL および VLAN マップを同じ VLAN に設定する必要がある場合は、ルータ ACL と VLAN
マップの両方の設定に関し、ここで説明する注意事項に従ってください。

• VLAN インターフェイスの方向（入力および出力）ごとに、設定できる VLAN マップおよび
ルータ ACL は 1 つのみです。

• 可能なかぎり、すべてのエントリのアクションが同一で、末尾のデフォルト アクションのみが
反対のタイプとなるように ACL を記述します。次のいずれかの形式を使用して、ACL を記述
します。

permit...
permit...
permit...
deny ip any any

または

deny...
deny...
deny...
permit ip any any
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• ACL 内で複数のアクション（許可、拒否）を定義する場合は、それぞれのアクション タイプ
をまとめて、エントリ数を削減します。

• ACL 内にレイヤ 4 情報を指定しないでください。レイヤ 4 情報を追加すると、統合プロセスが
複雑になります。ACL のフィルタリングが、full flow（送信元 IP アドレス、宛先 IP アドレス、
プロトコル、およびプロトコル ポート）でなく、IP アドレス（送信元および宛先）に基づいて
行われる場合に、最適な統合結果が得られます。可能なかぎり、IP アドレスには don’t care ビッ
トを使用してください。

IP ACE とレイヤ 4 情報を含む TCP/UDP/ICMP ACE が両方とも ACL 内に存在し、full flow モー
ドを指定する必要があるときは、レイヤ 4 ACE をリストの末尾に配置します。この結果、IP ア
ドレスに基づくトラフィックのフィルタリングが優先されます。

VLAN に適用されるルータ ACL と VLAN マップの例
ここでは、ルータ ACL および VLAN マップを VLAN に適用し、スイッチド パケット、ブリッジド
パケット、ルーテッド パケット、およびマルチキャスト パケットを処理する例を示します。次の
図ではそれぞれの宛先に転送されるパケットを示します。パケットのパスが VLAN マップや ACL
を示す線と交差するポイントで、パケットを転送せずに廃棄する可能性もあります。

ACL およびスイッチド パケット

図 32-6に、VLAN 内でスイッチングされるパケットに ACL を適用する方法を示します。代替ブリッ
ジングによってルーティングまたは転送されず、VLAN 内でスイッチングされるパケットには、入
力 VLAN の VLAN マップのみが適用されます。

図 32-6 スイッチド パケットへの ACL の適用
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ACL およびブリッジド パケット

図 32-7に、代替ブリッジド パケットに ACL を適用する方法を示します。ブリッジド パケットの場
合は、入力 VLAN にレイヤ 2 ACL のみが適用されます。また、非 IP および非 ARP パケットのみが
代替ブリッジド パケットとなります。

図 32-7 ブリッジド パケットへの ACL の適用

ACL およびルーテッド パケット

図 32-8に、ルーテッド パケットに ACL を適用する方法を示します。ルーテッド パケットの場合、
ACL は次の順番で適用されます。

1. 入力 VLAN の VLAN マップ

2. 入力ルータ ACL

3. 出力ルータ ACL

4. 出力 VLAN の VLAN マップ

図 32-8 ルーテッド パケットへの ACL の適用
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ACL およびマルチキャスト パケット

図 32-9 に、IP マルチキャスト用に複製されたパケットに ACL を適用する方法を示します。ルー
ティングされるマルチキャスト パケットには、2 つの異なるフィルタが適用されます。1 つは、宛
先が入力 VLAN 内の他のポートである場合に使用され、もう 1 つは、宛先がパケットのルーティン
グ先である別の VLAN 内にある場合に使用されます。パケットは複数の出力 VLAN にルーティン
グされる場合がありますが、この場合は宛先 VLAN ごとに異なるルータ出力 ACL および VLAN
マップが適用されます。

最終的に、パケットは一部の出力 VLAN 内で許可され、それ以外の VLAN で拒否されます。パケッ
トのコピーが、許可された宛先に転送されます。ただし、入力 VLAN マップ（図 32-9の VLAN 10
マップ）によってパケットが廃棄される場合、パケットのコピーは宛先に送信されません。

図 32-9 マルチキャスト パケットへの ACL の適用

VLAN 10  
ACL

 
ACL

VLAN 10 VLAN 20

 C
VLAN 10

 A
VLAN 10

 B
VLAN 20

VLAN 20 

10
13

60



第 32章      ACL によるネットワーク セキュリティの設定
IPv4 ACL の設定の表示

32-43
Catalyst 3750 スイッチ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

78-16180-06-J

IPv4 ACL の設定の表示
スイッチ上に設定されている ACL、およびインターフェイスや VLANに適用された ACL を表示で
きます。

ip access-groupインターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用して、レイヤ 2 またはレ
イヤ 3インターフェイスに ACL を適用した場合は、そのインターフェイスのアクセス グループを
表示できます。レイヤ 2 インターフェイスに適用された MAC ACL も表示できます。この情報を表
示するには、イネーブル EXEC コマンドを使用します（表 32-2を参照）。

VLAN アクセスマップまたは VLAN フィルタに関する情報を表示できます。VLAN マップ情報を表
示するには、表 32-3に記載されたイネーブル EXEC コマンドを使用します。

 

表 32-2 アクセス リストおよびアクセス グループを表示するコマンド

コマンド 説明

show access-lists [number | name] 最新の IP および MAC アドレス アクセス リストの全体やその一部、また
は特定のアクセス リスト（番号指定または名前指定）の内容を表示しま
す。

show ip access-lists [number | name] 最新の IP アクセス リスト全体、または特定の IP アクセス リスト（番号
指定または名前指定）を表示します。

show ip interface interface-id インターフェイスの詳細設定およびステータスを表示します。IP がイ
ネーブルになっているインターフェイスに、ip access-groupインターフェ
イス コンフィギュレーション コマンドを使用して ACL を適用した場合
は、アクセス グループも表示されます。

show running-config [interface interface-id] スイッチまたは特定のインターフェイスに関するコンフィギュレーショ

ン ファイルの内容（設定されたすべての MAC および IP アクセス リス
ト、インターフェイスに適用されているアクセス グループなど）を表示
します。

show mac access-group [interface interface-id] すべてのレイヤ 2 インターフェイスまたは指定されたレイヤ 2 インター
フェイスに適用されている MAC アクセス リストを表示します。

表 32-3 VLAN マップ情報を表示するコマンド

コマンド 説明

show vlan access-map [mapname] すべての VLAN アクセスマップまたは指定されたアクセスマップに
関する情報を表示します。

show vlan filter [access-map name | vlan vlan-id] すべての VLAN フィルタに関する情報、または指定された VLAN や
VLAN アクセスマップに関する情報を表示します。
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33

QoS の設定

この章では、標準の Quality of Service（QoS; サービス品質）コマンドまたは自動 QoS コマンドを使
用して、Catalyst 3750スイッチに QoS を設定する方法について説明します。QoS を使用すると、特
定のタイプのトラフィックを他のトラフィックよりも優先的に処理できます。QoS を使用しない場
合、パケットの内容やサイズに関係なく、各パケットにベストエフォート型サービスが提供され、

信頼性、遅延限度、およびスループットが保証されずに、パケットが送信されます。特に明記しな

いかぎり、スイッチという用語はスタンドアロン スイッチおよびスイッチ スタックを意味します。

Cisco IOS Release 12.2(25)SE より前のリリースでは、QoS は物理ポートにのみ設定できます。Cisco
IOS Release 12.2(25)SE 以降では、QoS を物理ポートおよび Switch Virtual Interface（SVI）に設定で
きます。ポリシー マップの適用以外に、分類、キューイング、およびスケジューリングなどの QoS
設定を行えます。物理ポートと SVI では、設定方法は同じです。物理ポートに QoS を設定する場
合、非階層型ポリシー マップを適用します。SVI に QoS を設定する場合は、非階層型または階層
型ポリシーマップを適用します。 Catalyst 3750 メトロ スイッチのマニュアルでは、非階層型ポリ
シー マップは非階層型単一レベル ポリシー マップといい、階層型ポリシー マップは階層型デュア
ル レベル ポリシー マップといいます。

（注） この章で使用されるコマンドの構文および使用方法の詳細については、このリリースのコマンド リ
ファレンスを参照してください。

この章で説明する内容は、次のとおりです。

• QoS の概要（p.33-2）

• 自動 QoS の設定（p.33-21）

• 自動 QoS 情報の表示（p.33-30）

• 標準 QoS の設定（p.33-31）

• 標準 QoS 情報の表示（p.33-80）

スイッチは、Modular QoS Command Line Interface（MQC; モジュラ QoS コマンドライン インター
フェイス）コマンドの一部をサポートします。MQC コマンドの詳細については、次の URL にアク
セスし、『Modular Quality of Service Command Line Interface Overview』を参照してください。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/fqos_c/fqcprt8/qcfmdcli.htm#89799

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/fqos_c/fqcprt8/qcfmdcli.htm#89799
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QoS の概要
ネットワークは通常、ベストエフォート型の配信方式で動作します。この場合、すべてのトラフィッ

クはプライオリティおよび適切なタイミングで配信される可能性に関して同等です。輻輳が発生し

た場合に廃棄される可能性も、すべてのトラフィックで同等です。

QoS 機能を設定すると、特定のネットワーク トラフィックを選択し、相対的な重要性に応じてプラ
イオリティを指定し、輻輳管理および輻輳回避技術を使用して、優先処理を実行できます。ネット

ワークに QoS を実装すると、ネットワークのパフォーマンスが予想しやすくなり、帯域利用率がよ
り効率化されます。

QoS は新たに普及しつつある Internet Engineering Task Force（IETF）の規格である Differentiated
Services（DiffServ）アーキテクチャに基づいて実装されています。DiffServ アーキテクチャでは、
ネットワークの入り口で各パケットが分類されます。

この分類は IP パケット ヘッダーに格納され、現在ほとんど使用されていない IP Type of Service
（ToS; サービス タイプ）フィールドの 6 ビットを使用して、分類（クラス）情報が伝達されます。
また、レイヤ 2 フレームでも分類を実行できます。レイヤ 2 フレームまたはレイヤ 3 パケット内の
これらの特殊ビットについて説明します（図 33-1を参照）。

• レイヤ 2 フレームのプライオリティ ビット

レイヤ 2 の ISL（スイッチ間リンク）フレーム ヘッダーには、下位 3 ビットで IEEE 802.1p Class
of Service（CoS; サービス クラス）値を伝達する、1 バイトのユーザ フィールドがあります。レ
イヤ 2 の ISL トランクとして設定されたポートでは、すべてのトラフィックが ISL フレームに
収められます。

レイヤ 2 の 802.1Q フレーム ヘッダーには、上位 3 ビット（別名ユーザ プライオリティ ビッ
ト）で CoS 値を伝達する、2 バイトのタグ制御情報フィールドがあります。レイヤ 2 の 802.1Q
トランクとして設定されたポートでは、ネイティブ VLAN（仮想 LAN）のトラフィックを除
き、すべてのトラフィックが 802.1Q フレームに収められます。

その他のフレーム タイプでは、レイヤ 2 の CoS 値を伝達できません。

レイヤ 2 CoS 値の範囲は 0（ロー プライオリティ）～ 7（ハイ プライオリティ）です。

• レイヤ 3 パケットのプライオリティ ビット 

レイヤ 3 IP パケットは、IP precedence 値または Differentiated Services Code Point（DSCP）値の
いずれかを伝達します。DSCP 値は IP precedence 値と下位互換性があるので、QoS ではどちら
の値も使用できます。

IP precedence 値の範囲は 0 ～ 7 です。

DSCP 値の範囲は 0 ～ 63 です。

（注） このリリースでは、IPv6 QoS はサポートされていません。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/fqos_c/fqcprt8/qcfmdcli.htm#89799
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図 33-1 フレームおよびパケットの QoS 分類レイヤ

インターネットにアクセスするすべてのスイッチおよびルータはクラス情報を信頼し、クラス情報

ごとに異なる転送処理を行います。エンド ホストやパス上のスイッチまたはルータでは、設定され
たポリシーやパケットの調査結果、あるいはその両方に基づいて、パケットにクラス情報を割り当

てることができます。通常は、主要なスイッチやルータが過負荷にならないように、ネットワーク

のエッジ付近でパケットが詳細に調査されます。

パス上のスイッチおよびルータでは、クラス情報に基づいて、トラフィック クラスごとに割り当て
られるリソース量を制限できます。DiffServ アーキテクチャでトラフィックを処理するときの各デ
バイスの動作は、ホップ単位動作といいます。パス上にあるすべてのデバイスのホップ単位動作が

一貫している場合は、エンドツーエンドの QoS ソリューションを構築できます。

ネットワークに QoS を実装する作業は、インターネットワーキング デバイス、ネットワーク内の
トラフィック タイプとパターン、および着信 / 発信トラフィックに必要な制御の細かさによって、
難易度が変化します。

基本的な QoS モデル
QoS を実装するには、スイッチ上でパケットまたはフローを相互に区別（分類）し、パケットがス
イッチを通過するときに所定の QoS を示すラベルを割り当て、設定されたリソース使用率制限にパ
ケットを適合させ（ポリシングおよびマーキング）、リソース競合の発生状況に応じて異なる処理

（キューイングおよびスケジューリング）を行う必要があります。また、スイッチから送信された

トラフィックが特定のトラフィック プロファイルを満たすようにする必要もあります（シェーピン
グ）。

図 33-2 に、基本的な QoS モデルを示します。入力ポートでのアクションには、トラフィックの分
類、ポリシング、マーキング、キューイング、およびスケジューリングがあります。
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• 分類は、QoS ラベルを対応付けて、パケットごとに異なるパスを生成するプロセスです。ス
イッチはパケット内の CoS または DSCP を QoS ラベルにマッピングして、別のスイッチから
のある種類のトラフィックと区別します。生成された QoS ラベルは、このパケットでこれ以降
に実行されるすべての QoS アクションを識別します。詳細については、「分類」（p.33-5）を参
照してください。

• ポリシングでは、着信トラフィックのレートを設定済みポリサーと比較して、パケットが適合

か不適合かを判別します。ポリサーは、トラフィック フローで消費される帯域幅を制限しま
す。判別結果はマーカーに渡されます。詳細については、「ポリシングおよびマーキング」

（p.33-8）を参照してください。

• マーキングでは、ポリサーおよびパケットが不適合である場合の対処法に関する設定情報を評

価します。また、パケットに関する処理内容（変更しないでパケットを通過させるか、パケッ

トの QoS ラベルをマークダウンするか、またはパケットを廃棄するか）を決定します。詳細に
ついては、「ポリシングおよびマーキング」（p.33-8）を参照してください。

• キューイングでは、QoS ラベルおよび対応する DSCP または CoS 値を評価して、パケットを 2
つの入力キューのいずれに格納するかを選択します。キューイングは、輻輳回避メカニズムで

ある Weighted Tail-Drop（WTD）アルゴリズムによって拡張されます。スレッシュホールドを
超過している場合、パケットは廃棄されます。詳細については、「キューイングおよびスケ

ジューリングの概要」（p.33-13）を参照してください。

• スケジューリングでは、設定されている Shaped Round Robin（SRR; シェイプド ラウンド ロビ
ン）のウェイトに基づいて、キューを処理します。入力キューの 1 つがプライオリティ キュー
です。SRR は設定された割合に従いプライオリティ キューを処理してから他のキューを処理し
ます。詳細については、「SRR のシェーピングおよび共有」（p.33-14）を参照してください。

出力ポートのアクションには、キューイングおよびスケジューリングがあります。

• キューイングでは、QoS ラベルおよび対応する DSCP または CoS 値を評価して、パケットを 4
つの出力キューのいずれに格納するかを選択します。複数の入力ポートが 1 つの出力ポートに
同時にデータを送信すると輻輳が発生することがあるため、WTD を使用してトラフィック ク
ラスを区別し、QoS ラベルに基づいてパケットごとに異なるスレッシュホールドを適用しま
す。スレッシュホールドを超過している場合、パケットは廃棄されます。詳細については、

「キューイングおよびスケジューリングの概要」（p.33-13）を参照してください。

• スケジューリングでは、設定されている SRR の共有ウェイトまたはシェーピング ウェイトに
基づいて、4 つの出力キューを処理します。キューのうち 1 つは（キュー 1）、緊急キューとす
ることができます。このキューを空になるまで処理してから、他のキューを処理します。

図 33-2 基本的な QoS モデル
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分類

分類はパケットのフィールドを調べて、トラフィックの種類を区別するプロセスです。QoS がス
イッチ上でグローバルにイネーブルになっている場合のみ、分類はイネーブルとなります。デフォ

ルトでは、QoS はグローバルにディセーブルに設定されているため、分類は実行されません。

分類中に、スイッチは検索処理を実行し、パケットに QoS ラベルを割り当てます。QoS ラベルはパ
ケットに対して実行するすべての QoS アクション、およびパケットの送信元キューを識別します。

QoS ラベルはパケット内の DSCP または CoS 値に基づいて、パケットに実行されるキューイングお
よびスケジューリング アクションを決定します。QoS ラベルは信頼設定およびパケット タイプに
従ってマッピングされます（図 33-3 [p.33-6] を参照）。

着信トラフィックを分類するには、フレームまたはパケット内のどのフィールドを使用するかを指

定します。非 IP トラフィックの場合は、次の方法で分類できます（図 33-3を参照）。

• 着信フレーム内の CoS 値を信頼します（CoS を信頼するようにポートを設定します）。次に、設
定可能な CoS/DSCP マップを使用して、パケットの DSCP 値を生成します。レイヤ 2 の ISL フ
レーム ヘッダーの場合、CoS 値は 1 バイトのユーザ フィールドの下位 3 ビットに格納されま
す。レイヤ 2 の 802.1Q フレーム ヘッダーの場合、CoS 値はタグ制御情報フィールドの上位 3
ビットに格納されます。CoS 値の範囲は 0（ロー プライオリティ）～ 7（ハイ プライオリティ）
です。

• 着信フレームの DSCP または IP precedence 値を信頼します。これらの設定は、非 IP トラフィッ
クの場合は無意味です。これらのいずれかの方法で設定されているポートに非 IP トラフィック
が着信した場合は、CoS 値が割り当てられ、CoS/DSCP マップから内部 DSCP 値が生成されま
す。スイッチは内部 DSCP 値を使用してトラフィックの優先度を表す CoS 値を生成します。

• 設定されたレイヤ 2 の MAC（メディア アクセス制御）Access Control List（ACL; アクセス制御
リスト）に基づいて分類します。レイヤ 2 の MAC ACL では、MAC 送信元アドレス、MAC 宛
先アドレス、およびその他のフィールドを調べることができます。ACL が設定されていない場
合、パケットには DSCP および CoS 値として 0 が割り当てられます。この割り当ては、トラ
フィックがベストエフォート型であることを意味します。ACL が設定されている場合は、ポリ
シーマップ アクションによって、着信フレームに割り当てられる DSCP または CoS 値が指定
されます。

IP トラフィックの場合は、次の方法で分類できます（図 33-3を参照）。

• 着信パケットの DSCP 値を信頼し（DSCP を信頼するようにポートを設定し）、パケットに同じ
DSCP 値を割り当てます。IETF では、1 バイトの ToS フィールドの上位 6 ビットが DSCP とし
て定義されています。特定の DSCP 値で表されるプライオリティは設定可能です。DSCP 値の
範囲は 0 ～ 63 です。

2 つの QoS 管理ドメインの境界上にあるポートの場合は、設定可能な DSCP/DSCP 変換マップ
を使用し、DSCP を別の値に変更できます。

• 着信パケットの IP precedence 値を信頼し（IP precedence を信頼するようにポートを設定し）、設
定可能な IP precedence/DSCP マップを使用してパケットの DSCP 値を生成します。IP バージョ
ン 4 仕様では、1 バイトの ToS フィールドの上位 3 ビットが IP precedence として定義されてい
ます。IP precedence 値の範囲は 0（ロー プライオリティ）～ 7（ハイ プライオリティ）です。

• 着信パケットに CoS 値がある場合にはこれを信頼し、CoS/DSCP マップを使用してパケットの
DSCP 値を生成します。CoS 値が存在しない場合は、デフォルトのポート CoS 値を使用します。

• 設定された IP 標準、または IP ヘッダーの各フィールドを調べる拡張 ACL に基づいて、分類を
実行します。ACL が設定されていない場合、パケットには DSCP および CoS 値として 0 が割
り当てられます。この割り当ては、トラフィックがベストエフォート型であることを意味しま

す。ACL が設定されている場合は、ポリシーマップ アクションによって、着信フレームに割
り当てられる DSCP または CoS 値が指定されます。

ここで説明されているマップの詳細については、「マッピング テーブル」（p.33-12）を参照してくだ
さい。ポートの信頼状態に関する設定の詳細については、「ポートの信頼状態による分類の設定」

（p.33-36）を参照してください。
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分類されたパケットは、ポリシング、マーキング、および入力キューイングとスケジューリングの

各段階に送られます。

図 33-3 分類フローチャート
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QoS ACL に基づく分類

IP 標準、IP 拡張、およびレイヤ 2 MAC ACL を使用すると、同じ特性（クラス）を持つパケットの
グループを定義できます。QoS コンテキストでは、Access Control Entry（ACE; アクセス制御エント
リ）とセキュリティ ACL で、許可（permit）および拒否（deny）アクションの意味が異なります。

• 許可アクションと一致した場合は（原則的には最初の一致）、指定された QoS 関連のアクショ
ンが実行されます。

• 拒否アクションと一致した場合は、処理中の ACL が省略され、次の ACL が処理されます。

• すべての ACE を調べても許可アクションとの一致が見つからなかった場合は、パケットに関
する QoS 処理が行われず、ベストエフォート型サービスがパケットに対して行われます。

• ポートに複数の ACL が設定されている場合、許可アクションを含む最初の ACL とパケットの
一致が見つかるとそれ以降の検索処理は中止され、QoS 処理が開始されます。

（注） アクセス リストを作成するときは、アクセス リストの末尾に暗黙的な拒否ステートメントがデ
フォルトで存在し、それ以前のステートメントで一致が見つからなかったすべてのパケットに適用

されることに注意してください。

ACL を使用して定義されたトラフィック クラスには、ポリシーを付加できます。ポリシーにはア
クションがそれぞれ指定された複数のクラスを含めることができます。ポリシーには、クラスを特

定のグループとして分類する（たとえば DSCP を割り当てる）コマンドや、クラスの速度制限を行
うコマンドが含まれます。このポリシーは、ポリシーが有効となる特定のポートに付加されます。

IP トラフィックを分類する IP ACL を実装するには、access-listグローバル コンフィギュレーショ
ン コマンドを使用します。非 IP トラフィックを分類するレイヤ 2 MAC ACL を実装するには、mac
access-list extendedグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。設定の詳細につい
ては、「QoS ポリシーの設定」（p.33-42）を参照してください。

クラス マップおよびポリシー マップに基づく分類

クラス マップは、特定のトラフィック フロー（またはクラス）に名前を付けて、他のすべてのト
ラフィックと区別するためのメカニズムです。クラス マップでは、特定のトラフィック フローと
の比較を行い、さらにそれを分類するために使用する条件を定義します。この条件には、ACL で定
義されたアクセス グループとの比較、または DSCP 値や IP precedence 値の特定のリストとの比較
を含めることができます。複数のタイプのトラフィックを分類する場合は、別のクラス マップを作
成し、異なる名前を付けることができます。クラス マップの基準と一致したパケットは、ポリシー
マップを使用してさらに分類できます。

ポリシー マップは処理対象のトラフィック クラスを指定します。トラフィック クラスの CoS、
DSCP、または IP precedence 値を信頼するアクション、トラフィック クラスに特定の DSCP または
IP precedence 値を設定するアクション、またはトラフィック帯域幅の制限およびトラフィックが不
適合な場合の対処方法を指定するアクションなどを指定できます。ポリシー マップを有効にする前
に、ポリシー マップをポートに付加する必要があります。

クラス マップを作成するには、class-mapグローバル コンフィギュレーション コマンドまたは class
ポリシー マップ コンフィギュレーション コマンドを使用します。複数のポートでマップを共有す
る場合には、class-mapコマンドを使用する必要があります。class-mapコマンドを入力すると、ク
ラス マップ コンフィギュレーション モードが開始されます。このモードでは matchクラス マップ
コンフィギュレーション コマンドを使用し、トラフィックの一致条件を定義します。
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ポリシー マップを作成して名前を付けるには、policy-mapグローバル コンフィギュレーション コ
マンドを使用します。このコマンドを入力すると、ポリシー マップ コンフィギュレーション モー
ドが開始されます。このモードでは、class、trust、または set ポリシー マップ コンフィギュレー
ション コマンドおよびポリシー マップ クラス コンフィギュレーション コマンドを使用して、特定
のトラフィック クラスに対して行うアクションを指定します。

ポリシー マップには、ポリサー、トラフィックの帯域幅制限、および制限を超えた場合のアクショ
ンを定義する policeおよび police aggregateポリシー マップ クラス コンフィギュレーション コマ
ンドを含めることもできます。

ポリシー マップをイネーブルにするには、service-policy インターフェイス コンフィギュレーショ
ン コマンドを使用し、ポリシー マップをインターフェイスに付加します。

Cisco IOS Release 12.2(25)SE より前のリリースでは、ポリシー マップは物理ポートにのみ適用でき
ます。Cisco IOS Release 12.2(25)SE 以降では、物理ポートまたは SVI に非階層型ポリシー マップを
適用できます。ただし、階層型ポリシー マップが適用されるのは、SVI に対してのみです。階層型
ポリシー マップには、次の 2 つのレベルがあります。1 つめは VLAN レベルで、SVI 上のトラフィッ
ク フローに対する対処方法を指定します。2 つめはインターフェイス レベルで、SVI に所属する物
理ポート上のトラフィックに対する対処方法を指定します。インターフェイスレベルの対処方法

は、インターフェイスレベル ポリシー マップにより指定されます。

詳細については、「ポリシングおよびマーキング」（p.33-8）を参照してください。設定の詳細につ
いては、「QoS ポリシーの設定」（p.33-42）を参照してください。

ポリシングおよびマーキング

パケットを分類し、DSCP または CoS に基づいて QoS ラベルを割り当てたあとで、ポリシングおよ
びマーキング プロセスを開始できます（図 33-4を参照）。

ポリシングでは、トラフィックの帯域幅制限を指定するポリサーが作成されます。制限を超えるパ

ケットは、「不適合」になります。各ポリサーはパケットごとに、パケットが適合であるかまたは

不適合であるかを判別し、パケットに対するアクションを指定します。これらのアクションはマー

カーによって実行されます。パケットを変更しないで通過させるアクション、パケットを廃棄する

アクション、またはパケットに割り当てられた DSCP 値を変更（マークダウン）してパケットの通
過を許可するアクションなどがあります。設定可能なポリシング設定 DSCP マップを使用すると、
パケットに新しい DSCP ベース QoS ラベルが設定されます。ポリシング設定 DSCP マップの詳細に
ついては、「マッピング テーブル」（p.33-12）を参照してください。マークダウンされたパケット
は、元の QoS ラベルと同じキューを使用して、フロー内のパケットの順番が崩れないようにします。

（注） すべてのトラフィックは、ブリッジングされるかまたはルーティングされるかに関係なく、ポリ

サーの影響を受けます（ポリサーが設定されている場合）。その結果、ブリッジングされたパケッ

トは、ポリシングまたはマーキングが行われたときに廃棄されたり、DSCP または CoS フィールド
が変更されることがあります。

Cisco IOS Release 12.2(25)SE より前のリリースでは、ポリシングは物理ポートにのみ設定できます。
信頼状態を設定したり、パケットに新しい DSCP 値または IP precedence 値を設定したり、個別ポリ
サーまたは集約ポリサーを定義したりすることができます。詳細については、「物理ポートでのポ

リシング」（p.33-9）を参照してください。
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Cisco IOS Release 12.2(25)SE 以降では、物理ポートまたは SVI にポリシングを設定できます。物理
ポート上のポリシング設定の詳細については、「物理ポートでのポリシング」（p.33-9）を参照して
ください。SVI にポリシー マップを設定する場合は、階層型ポリシー マップを作成できます。ま
た、セカンダリ インターフェイス レベルのポリシー マップでのみ個別ポリサーを定義できます。
詳細については、「SVI でのポリシング」（p.33-10）を参照してください。

ポリシー マップおよびポリシング アクションを設定したあとで、service-policy インターフェイス
コンフィギュレーション コマンドを使用して、入力ポートまたは SVI にポリシーを付加します。詳
細については、「ポリシー マップによる物理ポート上のトラフィックの分類、ポリシング、および
マーキング」（p.33-48）、「階層型ポリシー マップによる SVI 上のトラフィックの分類、ポリシング、
およびマーキング」（p.33-52）、および「集約ポリサーによるトラフィックの分類、ポリシング、お
よびマーキング」（p.33-59）を参照してください。

（注） 10 ギガビット イーサネット インターフェイスはポリシングをサポートしません。

物理ポートでのポリシング

物理ポートでのポリシングでは、次の種類のポリサーを作成できます。

• 個別 ― 一致する各トラフィック クラスに、ポリサー内で指定された帯域幅制限が個別に適用
されます。ポリシー マップ内でこのタイプのポリサーを設定するには、police ポリシー マップ
クラス コンフィギュレーション コマンドを使用します。

• 集約 ― 一致するすべてのトラフィック フローに、集約ポリサーで指定される帯域幅制限が累
積的に適用されます。このタイプのポリサーを設定するには、police aggregateポリシー マップ
クラス コンフィギュレーション コマンドを使用し、ポリシー マップ内の集約ポリサー名を指
定します。ポリサーの帯域幅制限を指定するには、mls qos aggregate-policer グローバル コン
フィギュレーション コマンドを使用します。この方法で、集約ポリサーはポリシー マップ内
にあるトラフィックの複数のクラスで共有されます。

（注） Cisco IOS Release 12.2(25)SE 以降では、SVI に設定できるのは、個別ポリサーのみです。

ポリシングは、トークン バケット アルゴリズムを使用します。各フレームがスイッチに受信され
ると、バケットにトークンが追加されます。バケットは内部にホールがあり、平均トラフィック

レートとしてビット /秒で指定されたレートで通過します。バケットにトークンが追加されるたび
に、スイッチはバケット内に十分なスペースがあるかどうかを確認します。十分なスペースがない

場合は、不適合とマークされ、指定されたポリサーの対処方法がとられます（廃棄またはマークダ

ウン）。

バケットが満たされる速度は、バケット深度（burst-byte）、トークンが削除される速度（rate-bps）、
および平均速度を上回るバースト期間の関数です。バケットのサイズにより、バースト長に上限が

設定され、バックツーバックで送信できるフレーム数が制限されます。バーストが短い場合、バ

ケットはオーバーフローせず、トラフィック フローに対して何のアクションも行われません。ただ
し、バーストが長く速度が速い場合、バケットはオーバーフローし、そのバーストのフレームに対

してポリシング アクションが行われます。

バケット深度（バケットがオーバーフローするまでに許容された最大バースト）は、policeポリシー
マップ クラス コンフィギュレーション コマンドまたは mls qos aggregate-policerグローバル コン
フィギュレーション コマンドの burst-byteオプションを使用して設定します。トークンがバケット
から削除される速度（平均速度）は、police ポリシー マップ コンフィギュレーション コマンドま
たは mls qos aggregate-policerグローバル コンフィギュレーション コマンドの rate-bpsオプション
を使用して設定します。
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図 33-4に、次のタイプのポリシー マップを設定する場合のポリシングおよびマーキング プロセス
について示します。

• 物理ポート上の非階層型ポリシー マップ 

• SVI に付加されるインターフェイス レベルの階層型ポリシー マップ。物理ポートは、このセカ
ンダリ ポリシー マップで指定されます。

図 33-4 物理ポート上のポリシングおよびマーキングのフローチャート

SVI でのポリシング

（注） SVI 上で個別ポリサーを使用して階層型ポリシー マップを設定する前に、SVI に所属する物理ポー
ト上で VLAN ベースの QoS をイネーブルにする必要があります。ポリシー マップは SVI に付加さ
れますが、個別ポリサーが影響を与えるのは、階層型ポリシー マップのセカンダリ インターフェ
イス レベルで指定された物理ポート上のトラフィックに対してのみです。

階層型ポリシー マップには、次の 2 つのレベルがあります。1 つめは VLAN レベルで、SVI 上のト
ラフィック フローに対する対処方法を指定します。2 つめはインターフェイス レベルで、SVI に所
属し、インターフェイスレベルのポリシー マップで指定される物理ポート上のトラフィックに対す
る対処方法を指定します。
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SVI 上でポリシングを設定する場合、次の 2 つのレベルの階層型ポリシー マップを作成および設定
できます。

• VLAN レベル ― このプライマリ レベルを作成するには、ポートの信頼状態を指定し、パケッ
ト内の新しい DSCP 値または IP precedence 値を設定する、クラス マップおよびクラスを設定し
ます。VLAN レベルのポリシー マップは SVI の VLAN に対してのみ適用され、ポリサーをサ
ポートしません。

• インターフェイス レベル ― このセカンダリ レベルを作成するには、SVI に所属する物理ポー
ト上の個別ポリサーを指定するクラス マップおよびクラスを設定します。インターフェイスレ
ベルのポリシー マップは個別ポリサーのみをサポートし、集約ポリサーをサポートしません。
Cisco IOS Release 12.2(25)SED 以降では、VLAN レベルのポリシー マップ内に定義されている
各クラスに対して、異なるインターフェイス レベルのポリシー マップを設定できます。

階層型ポリシー マップの例については、「階層型ポリシー マップによる SVI 上のトラフィックの分
類、ポリシング、およびマーキング」（p.33-52）を参照してください。

図 33-5 に、SVI 上の階層型ポリシーの場合のポリシングおよびマーキング プロセスについて示し
ます。

図 33-5 SVI のポリシングおよびマーキングのフローチャート
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マッピング テーブル
QoS を処理している間、すべてのトラフィック（非 IP トラフィックを含む）のプライオリティは、
分類段階で取得された DSCP または CoS 値に基づく QoS ラベルで表されます。

• 分類中に、QoS は設定可能なマッピング テーブルを使用して、受信された CoS、DSCP、また
は IP precedence 値から、対応する DSCP または CoS 値を取得します。これらのマップには、
CoS/DSCP マップや IP precedence/DSCP マップなどがあります。これらのマップを設定するに
は、mls qos map cos-dscpおよびmls qos map ip-prec-dscpグローバル コンフィギュレーション
コマンドを使用します。

DSCP 信頼状態で設定された入力ポートの DSCP 値が QoS ドメイン間で異なる場合は、2 つの
QoS ドメインの境界上にあるポートに、設定可能な DSCP/DSCP 変換マップを適用できます。
このマップを設定するには、mls qos map dscp-mutationグローバル コンフィギュレーション コ
マンドを使用します。

• ポリシング中に、QoS は IP パケットまたは非 IP パケットに別の DSCP 値を割り当てることが
できます（パケットが不適合で、マークダウン値がポリサーによって指定されている場合）。こ

の設定可能なマップをポリシング設定 DSCP マップと呼びます。このマップを設定するには、
mls qos map policed-dscpグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

• トラフィックがスケジューリング段階に到達する前に、QoS は QoS ラベルに従って、入力およ
び出力キューにパケットを格納します。QoS ラベルはパケット内の DSCP または CoS 値に基づ
いています。DSCP 入力 /出力キュー スレッシュホールド マップまたは CoS 入力 /出力キュー
スレッシュホールド マップを使用して、キューを選択します。これらのマップを設定するに
は、mls qos srr-queue {input | output} dscp-mapおよび mls qos srr-queue {input | output} cos-map
グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

CoS/DSCP、DSCP/CoS、および IP precedence/DSCP マップのデフォルト値は、使用しているネット
ワークに適する場合と適さない場合があります。

デフォルトの DSCP/DSCP 変換マップおよびデフォルトのポリシング設定 DSCP マップは、空の
マップです。これらのマップでは、着信した DSCP 値が同じ DSCP 値にマッピングされます。
DSCP/DSCP 変換マップは、特定のポートに適用できる唯一のマップです。その他のすべてのマッ
プはスイッチ全体に適用されます。

設定の詳細については、「DSCP マップの設定」（p.33-61）を参照してください。

DSCP および CoS 入力キュー スレッシュホールド マップの詳細については、「入力キューでの
キューイングおよびスケジューリング」（p.33-15）を参照してください。DSCP および CoS 出力
キュー スレッシュホールド マップの詳細については、「出力キューでのキューイングおよびスケ
ジューリング」（p.33-17）を参照してください。
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キューイングおよびスケジューリングの概要

スイッチでは、輻輳防止に役立つように、特定の位置に各キューが配置されています（図 33-6を参
照）。

図 33-6 入力および出力キューの位置

すべてのポートの入力帯域幅の合計がスタック リングの帯域幅を超えることがあるため、入力
キューはパケットの分類、ポリシング、およびマーキングのあと、パケットがスイッチ ファブリッ
クに転送される前の位置に配置されています。複数の入力ポートから 1 つの出力ポートに同時にパ
ケットが送信されて、輻輳が発生することがあるため、出力キューはスタック リングのあとに配置
されています。

WTD

入力および出力キューは両方とも、WTD と呼ばれるテール廃棄輻輳回避メカニズムの拡張バー
ジョンを使用します。WTD はキュー長を管理したり、トラフィック分類ごとに廃棄優先順位を設
定するために実装されます。

フレームが特定のキューにキューイングされると、WTD はフレームに割り当てられた QoS ラベル
を使用して、それぞれ異なるスレッシュホールドを適用します。この QoS ラベルのスレッシュホー
ルドを超えた場合（宛先キューの空きスペースがフレーム サイズより小さくなると）、フレームは
廃棄されます。

図 33-7に、サイズが 1000 フレームであるキューにおける WTD の動作例を示します。40%（400 フ
レーム）、60%（600 フレーム）、および 100%（1000 フレーム）の 3 つの廃棄の割合が設定されて
います。これらの廃棄率は、40% スレッシュホールドの場合は最大 400 フレーム、60% スレッシュ
ホールドの場合は最大 600 フレーム、100% スレッシュホールドの場合は最大 1000 フレームを
キューイングできるという意味です。

この例では、CoS 値 6 および 7 は他の CoS 値よりも重要度が高く、100% 廃棄スレッシュホールド
に割り当てられます（キューフル ステート）。CoS 値 4 および 5 は 60% スレッシュホールドに、CoS
値 0 ～ 3 は 40% スレッシュホールドに割り当てられます。

600 個のフレームが格納されているキューに、新しいフレームが着信したとします。このフレーム
の CoS 値は 4 および 5 で、60% スレッシュホールドが適用されます。このフレームがキューに追加
されると、スレッシュホールドを超過するため、フレームは廃棄されます。

SRRSRR
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図 33-7 WTD およびキューの動作

詳細については、「入力キューへの DSCP または CoS 値のマッピングおよび WTD スレッシュホー
ルドの設定」（p.33-68）、「出力キューセットに対するバッファ スペースの割り当ておよび WTD ス
レッシュホールドの設定」（p.33-72）、および「出力キューおよびスレッシュホールド ID への DSCP
または CoS 値のマッピング」（p.33-74）を参照してください。

SRR のシェーピングおよび共有

入力および出力の両方のキューは SRR で処理され、SRR によってパケットの送信レートが制御さ
れます。入力キューでは、SRR によってパケットがスタック リングに送信されます。出力キュー
では、SRR によってパケットが出力ポートに送信されます。

出力キューでは、SRR を共有またはシェーピング用に設定できます。ただし、入力キューでは共有
がデフォルト モードであり、これ以外のモードはサポートされていません。

シェーピング モードでは、出力キューの帯域幅割合が保証され、この値にレートが制限されます。
シェーピングされたトラフィックの場合は、リンクがアイドルの場合も、割り当てを超える帯域幅

は使用されません。シェーピングを使用すると、トラフィック フローがより均一になり、バースト
トラフィックの最大時と最小時の幅が小さくなります。シェーピングの場合は、各ウェイトの絶対

値を使用して、キューで使用可能な帯域幅が計算されます。

共有モードでは、キューは設定されたウェイトに従って各キュー間の帯域幅を共有します。帯域幅

はこのレベルで保証されますが、このレベルに限定されるわけではありません。たとえば、特定の

キューが空であり、リンクを共有する必要がない場合、残りのキューは未使用の帯域幅を使用して、

共有できます。共有の場合、キューからパケットを取り出す頻度はウェイトの比率で制御します。

ウェイトの絶対値には意味がありません。

詳細については、「各入力キューの帯域幅の割り当て」（p.33-70）、「出力キューの SRR シェーピン
グ ウェイトの設定」（p.33-76）、および「出力キューの SRR 共有ウェイトの設定」（p.33-77）を参照
してください。

CoS 6 7
100%

60%

40%

1000

600

400

0

CoS 4 5

CoS 0 3
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入力キューでのキューイングおよびスケジューリング

図33-8に、入力ポートのキューイングおよびスケジューリングに関するフローチャートを示します。

図 33-8 入力ポートのキューイングおよびスケジューリングに関するフローチャート

（注） SRR は設定された割合に従いプライオリティ キューを処理してから、他のキューを処理します。

スイッチは、SRR によって共有モードでのみ処理される、設定可能な入力キューを 2 つサポートし
ています。表 33-1にこれらのキューの説明を示します。
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表 33-1 入力キューのタイプ

キュー タイプ1

1. スイッチでは、設定不可能なトラフィック用キューが 2 つ使用されます。これらのキューは、ネットワークおよ
びスタックを適切に動作させるために重要です。

説明

標準 標準プライオリティとみなされるユーザ トラフィック。各フローを区別するため
に、3 つの異なるスレッシュホールドを設定できます。mls qos srr-queue input
threshold、mls qos srr-queue input dscp-map、および mls qos srr-queue input
cos-mapグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用できます。

緊急 Differentiated Services（DF）緊急転送または音声トラフィックなどのハイ プライ
オリティ ユーザ トラフィック。このトラフィックに必要な帯域幅は、
mls qos srr-queue input priority-queueグローバル コンフィギュレーション コマ
ンドを使用して、合計スタック トラフィックの割合として設定できます。緊急
キューは帯域幅が保証されています。
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キューおよびスレッシュホールドに、スイッチを通過する各パケットを割り当てます。特に、入力

キューには DSCP または CoS 値、スレッシュホールド ID には DSCP または CoS 値をマッピングし
ます。mls qos srr-queue input dscp-map queue queue-id {dscp1...dscp8 | threshold threshold-id 
dscp1...dscp8}またはmls qos srr-queue input cos-map queue queue-id {cos1...cos8 | threshold threshold-id
cos1...cos8}グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。DSCP 入力キュー スレッ
シュホールド マップおよび CoS 入力キュー スレッシュホールド マップを表示するには、show mls
qos mapsイネーブル EXEC コマンドを使用します。

WTD スレッシュホールド

キューは WTD を使用して、トラフィック クラスごとに異なる廃棄割合をサポートします。各キュー
には 3 つの廃棄スレッシュホールドがあります。そのうちの 2 つは設定可能（明示的）な WTD ス
レッシュホールドで、もう 1 つはキューフル ステートに設定済みの設定不可能（暗黙的）なスレッ
シュホールドです。入力キューに 2 つの明示的 WTD スレッシュホールド（スレッシュホールド ID
1 および ID 2 用）を割り当てるには、mls qos srr-queue input threshold queue-id threshold-percentage1
threshold-percentage2 グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。各スレッシュ
ホールド値は、キューに割り当てられたバッファの合計値に対する割合です。スレッシュホールド

ID 3 の廃棄スレッシュホールドは、キューフル ステートに設定されていて、変更できません。WTD
の機能の詳細については、「WTD」（p.33-13）を参照してください。

バッファおよび帯域幅の割り当て

2 つのキューに入力バッファを分割する比率を定義する（スペース量を割り当てる）には、mls qos
srr-queue input buffers percentage1 percentage2グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用
します。バッファ割り当てと帯域幅割り当てを組み合わせることにより、廃棄する前にバッファに

格納して送信できるデータ量を制御します。帯域幅を割合として割り当てるには、mls qos srr-queue
input bandwidth weight1 weight2グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。ウェ
イトの比率は、SRR スケジューラが各キューからパケットを送信する頻度の比率です。

プライオリティ キューイング

特定の入力キューをプライオリティ キューとして設定するには、mls qos srr-queue input 
priority-queue queue-id bandwidth weight グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用しま
す。プライオリティ キューはスタック リングの負荷に関わらず帯域幅の一部が保証されているた
め、確実な配信を必要とするトラフィック（音声など）に使用する必要があります。

SRR は mls qos srr-queue input priority-queue queue-id bandwidth weight グローバル コンフィギュ
レーション コマンドの bandwidth キーワードで指定された設定済みウェイトに従って、プライオ
リティ キューを処理します。その後、SRR は残りの帯域幅を両方の入力キューで共有し、mls qos
srr-queue input bandwidth weight1 weight2グローバル コンフィギュレーション コマンドによって設
定されたウェイトに従い、入力キューを処理します。

ここに記載されたコマンドを組み合わせると、特定の DSCP または CoS を持つパケットを特定の
キューに格納したり、大きなキュー サイズを割り当てたり、キューの処理頻度を増やしたり、プラ
イオリティが低いパケットが廃棄されるようにキューのスレッシュホールドを調整したりして、ト

ラフィックのプライオリティを設定できます。設定の詳細については、「入力キューの特性の設定」

（p.33-67）を参照してください。
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出力キューでのキューイングおよびスケジューリング

図33-9に、出力ポートのキューイングおよびスケジューリングに関するフローチャートを示します。

（注） 緊急キューがイネーブルの場合、SRR はこのキューを空になるまで処理してから、他の 3 つの
キューを処理します。

図 33-9 出力ポートのキューイングおよびスケジューリングに関するフローチャート

各ポートでは、4 つの出力キューをサポートしています。そのうちの 1 つのキュー（キュー 1）を
出力緊急キューとすることができます。これらのキューはキューセットに割り当てられます。ス

イッチから送信されるすべてのトラフィックは、パケットに割り当てられた QoS ラベルに基づい
て、これらの 4 つのキューのいずれかを通過し、スレッシュホールドの影響を受けます。
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図 33-10に出力キュー バッファを示します。バッファ スペースは共通プールと専用プールからなり
ます。スイッチはバッファ割り当て方式を使用して、出力キューごとに最小バッファ サイズを確保
します。これにより、いずれかのキューまたはポートがすべてのバッファを消費して、その他の

キューのバッファが不足することがなくなり、要求元のキューにバッファ スペースを割り当てるか
どうかを制御します。スイッチは、目的のキューが確保量（下限）を超えるバッファを消費してい

ないかどうか、最大バッファ（上限）をすべて消費しているかどうか、および共通プールが空であ

る（空きバッファなし）か、または空でない（空きバッファあり）かを判別します。キューが上限

に達していない場合、スイッチは専用プールまたは共通プール（空でない場合）からバッファ ス
ペースを割り当てることができます。共通プールに空きバッファがない場合、またはキューが上限

に達している場合は、フレームが廃棄されます。

図 33-10 出力キューのバッファ割り当て

バッファおよびメモリの割り当て

バッファのアベイラビリティの保証、廃棄スレッシュホールドの設定、およびキューセットの最大

メモリ割り当ての設定を行うには、mls qos queue-set output qset-id threshold queue-id drop-threshold1
drop-threshold2 reserved-threshold maximum-thresholdグローバル コンフィギュレーション コマンドを
使用します。各スレッシュホールド値はキューに割り当てられたメモリの割合です。この割合を指

定するには、mls qos queue-set output qset-id buffers allocation1 ... allocation4 グローバル コンフィ
ギュレーション コマンドを使用します。割り当てられたすべてのバッファの合計が専用プールにな
ります。残りのバッファは共通プールの一部になります。

バッファ割り当てを行うと、ハイ プライオリティ トラフィックを確実にバッファに格納できます。
たとえば、バッファ スペースが 400 の場合、バッファ スペースの 70% をキュー 1 に割り当てて、
10% をキュー 2 ～ 4 に割り当てることができます。キュー 1 には 280 のバッファが割り当てられ、
キュー 2 ～ 4 にはそれぞれ 40 バッファが割り当てられます。

割り当てられたバッファをキューセット内の特定のキュー用に確保できます。たとえば、キュー用

として 100 バッファある場合、50%（50 バッファ）を確保できます。残りの 50 バッファは共通プー
ルに戻されます。また、最大スレッシュホールドを設定することにより、キューが一杯になった場

合でも、確保量を超えるバッファの取得を可能にできます。共通プールが空でない場合、必要な

バッファを共通プールから割り当てることができます。
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WTD スレッシュホールド

キューおよびスレッシュホールドにスイッチを通過する各パケットを割り当てることができます。

特に、出力キューには DSCP または CoS 値、スレッシュホールド ID には DSCP または CoS 値を
マッピングします。mls qos srr-queue output dscp-map queue queue-id {dscp1...dscp8 | threshold
threshold-id dscp1...dscp8} または mls qos srr-queue output cos-map queue queue-id {cos1...cos8 |
threshold threshold-id cos1...cos8}グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。DSCP
出力キュー スレッシュホールド マップおよび CoS 出力キュー スレッシュホールド マップを表示す
るには、show mls qos mapsイネーブル EXEC コマンドを使用します。

キューは WTD を使用して、トラフィック クラスごとに異なる廃棄割合をサポートします。各キュー
には 3 つの廃棄スレッシュホールドがあります。そのうちの 2 つは設定可能（明示的）な WTD ス
レッシュホールドで、もう 1 つはキューフル ステートに設定済みの設定不可能（暗黙的）なスレッ
シュホールドです。スレッシュホールド ID 1 および ID 2 用の 2 つの WTD スレッシュホールド割
合を割り当てます。スレッシュホールド ID 3 の廃棄スレッシュホールドは、キューフル ステート
に設定されていて、変更できません。WTD の機能の詳細については、「WTD」（p.33-13）を参照し
てください。

シェーピング モードまたは共有モード

SRR は、各キューセットを共有モードまたはシェーピング モードで処理します。ポートをキュー
セットにマッピングするには、queue-set qset-idインターフェイス コンフィギュレーション コマン
ドを使用します。ポートに共有ウェイトまたはシェーピング ウェイトを割り当てるには、srr-queue
bandwidth share weight1 weight2 weight3 weight4 または srr-queue bandwidth shape weight1 weight2
weight3 weight4インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。シェーピングと
共有の違いについては、「SRR のシェーピングおよび共有」（p.33-14）を参照してください。

（注） 10 ギガビット インターフェイスにシェーピング ウェイトを割り当てられません。

バッファ割り当てと SRR ウェイト比率を組み合わせることにより、廃棄する前にバッファに格納
して送信できるデータ量を制御します。ウェイトの比率は、SRR スケジューラが各キューからパ
ケットを送信する頻度の比率です。

緊急キューがイネーブルでないかぎりは、4 つのキューすべてが、SRR に参加します。緊急キュー
がイネーブルの場合、最初の帯域幅ウェイトは無視されて、比率計算で使用されません。緊急キュー

は、プライオリティ キューです。このキューを空になるまで処理してから、他のキューを処理しま
す。緊急キューをイネーブルにするには、priority-queue out インターフェイス コンフィギュレー
ション コマンドを使用します。

ここに記載されたコマンドを組み合わせると、特定の DSCP または CoS を持つパケットを特定の
キューに格納したり、大きなキュー サイズを割り当てたり、キューの処理頻度を増やしたり、プラ
イオリティが低いパケットが廃棄されるようにキューのスレッシュホールドを調整したりして、ト

ラフィックのプライオリティを設定できます。設定の詳細については、「出力キューの特性の設定」

（p.33-71）を参照してください。

（注） ほとんどの場合は、出力キューのデフォルト設定が最適です。デフォルト設定の変更が必要となる

のは、出力キューについて完全に理解している場合、およびこれらの設定がご使用の QoS ソリュー
ションを満たしていない場合のみです。
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パケットの変更

QoS を設定するにはパケットの分類、ポリシング、およびキューイングを行います。このプロセス
中に、パケットが次のように変更されることがあります。

• IP パケットおよび非 IP パケットの分類では、受信パケットの DSCP または CoS に基づいて、
パケットに QoS ラベルが割り当てられます。ただし、この時点ではパケットは変更されませ
ん。割り当てられた DSCP または CoS 値の情報のみがパケットに格納されて伝達されます。こ
れは、QoS の分類および転送検索が並行して発生するためです。パケットを元の DSCP のまま
CPU に転送し、CPU でソフトウェアによる再処理を行うことができます。

• ポリシング中は、IP および非 IP パケットに別の DSCP を割り当てることができます（これら
のパケットが不適合で、ポリサーが DSCP のマークダウンを指定している場合）。この場合も、
パケット内の DSCP は変更されず、マークダウンされた値に関する情報がパケットに格納され
て伝達されます。IP パケットの場合は、このあとの処理でパケットが変更されます。非 IP パ
ケットの場合は、DSCP が CoS に変換され、キューイングおよびスケジューリングの決定に使
用されます。

• フレームに割り当てられた QoS ラベル、および選択された変換マップに応じて、フレームの
DSCP および CoS 値が書き換えられます。変換マップが設定されておらず、着信フレームの
DSCP を信頼するようにポートが設定されている場合、フレーム内の DSCP 値は変更されない
で、DSCP/CoS マップに従って CoS が書き換えられます。着信フレームの CoS を信頼するよう
にポートが設定されていて、着信フレームが IP パケットの場合、フレーム内の CoS 値は変更
されませんが、DSCP は CoS/DSCP マップに従って変更されることがあります。

入力変換が行われると、選択された新しい DSCP 値に応じて DSCP が書き換えられます。ポリ
シー マップの設定アクションによって、DSCP が書き換えられることもあります。
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自動 QoS の設定
自動 QoS を使用すると、既存の QoS 機能を簡単に導入できます。自動 QoS はネットワーク設計に
関する前提条件を設定するもので、それによってスイッチは、デフォルトの QoS 動作を使用せずに
トラフィック フローごとに優先順位を付け、入力キューおよび出力キューを適切に使用できます
（デフォルトで、QoS はディセーブルです。スイッチはパケットの内容やサイズに関係なく、各パ
ケットにベストエフォート型サービスを提供し、単一キューでパケットを送信します）。

自動 QoS をイネーブルにすると、トラフィック タイプと入力パケット ラベルに基づいてトラ
フィックが自動的に分類されます。スイッチはこの分類結果を使って適切な出力キューを選択しま

す。

自動 QoS コマンドを使用して、Cisco IP Phone に接続されたポート、および Cisco SoftPhone アプリ
ケーションを稼働するデバイスに接続されたポートを識別します。また、この機能を使用して、アッ

プリンクを通じて信頼できるトラフィックを受信するポートも識別します。ここで自動 QoS は次の
機能を実行します。

• Cisco IP Phone の有無を検出します。

• QoS 分類を設定します。

• 出力キューを設定します。

ここでは、次の設定について説明します。

• 生成される自動 QoS 設定（p.33-21）

• 自動 QoS の設定上の影響（p.33-25）

• 自動 QoS 設定時の注意事項（p.33-25）

• 旧ソフトウェア リリースからのアップグレード（p.33-26）

• VoIP 用の自動 QoS をイネーブルにする方法（p.33-26）

• 自動 QoS 設定例（p.33-28）

生成される自動 QoS 設定
デフォルトでは、自動 QoS はすべてのポートでディセーブルに設定されています。

自動 QoS がイネーブルの場合、トラフィックの分類、パケット ラベルの割り当て、および入力
キューと出力キューの設定に入力パケット ラベルを使用します（表 33-2を参照）。

表 33-2 トラフィック タイプ、パケット ラベル、キュー

1 VoIP データ
トラフィック

1. VoIP = Voice over IP（VoIP）

VoIP 制御
トラフィック

ルーティング 
プロトコル 
トラフィック

STP BPDU 
トラフィック

リアルタイム
ビデオ 
トラフィック 他のトラフィック

DSCP 46 24、26 48 56 34 –

CoS 5 3 6 7 4 –

CoS/ 入力キュー
マップ

2、3、4、5、6、7（キュー 2） 0、1（キュー 1）

CoS/ 出力キュー
マップ

5（キュー 1） 3、6、7（キュー 2） 4（キュー 3）  2
（キュー 3）

0、1
（キュー 4）
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表 33-3に、生成された入力キューの自動 QoS 設定を示します。

表 33-4に、生成された出力キューの自動 QoS 設定を示します。

最初のポートで自動 QoS 機能をイネーブルにすると、次の動作が自動的に発生します。

• QoS がグローバルにイネーブルになり（mls qos グローバル コンフィギュレーション コマン
ド）、その他のグローバル コンフィギュレーション コマンドが追加されます。

• Cisco IP Phone に接続されたネットワークのエッジにあるポート上で auto qos voip cisco-phone
インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを入力すると、信頼境界機能がイネーブ
ルになります。スイッチは Cisco Discovery Protocol（CDP）を使用して、Cisco IP Phone の有無
を検出します。Cisco IP Phone が検出されると、パケットで受信される QoS ラベルを信頼する
ようにポートの入力分類が設定されます。Cisco IP Phone がない場合、パケットで受信される
QoS ラベルを信頼しないようにポートの入力分類が設定されます。表 33-3および表 33-4 の設
定に従って、ポートに入力キューおよび出力キューが設定されます。

• Cisco SoftPhone を稼働するデバイスに接続されたネットワークのエッジのポートで、auto qos
voip cisco-softphone インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを入力すると、スイッ
チはポリシングを使用してパケットが適合か、または不適合かを判断し、パケット上のアク

ションを指定します。パケットに 24、26、または 46 の DHCP 値が含まれていない場合、ある
いはパケットが不適合の場合、スイッチは DHCP 値を 0 に変更します。スイッチは表 33-3 お
よび表 33-4の設定に従って、ポートの入力および出力キューを設定します。

• ネットワーク内部に接続されたポート上で auto qos voip trust インターフェイス コンフィギュ
レーション コマンドを入力すると、非ルーテッド ポートの場合は入力パケット内の CoS 値、
ルーテッド ポートの場合は入力パケット内の DSCP 値が信頼されます（前提条件は、トラ
フィックがすでに他のエッジ デバイスによって分類されていることです）。表 33-3 および表
33-4の設定に従って、ポートに入力キューおよび出力キューが設定されます。

信頼境界機能の詳細については、「信頼境界の設定によるポート セキュリティの確保」（p.33-38）
を参照してください。

auto qos voip cisco-phone、auto qos voip cisco-softphone、または auto qos voip trustインターフェイ
ス コンフィギュレーション コマンドを使用して自動 QoS をイネーブルにすると、スイッチはトラ
フィック タイプと入力パケット ラベルに基づいて自動的に QoS 設定を生成し、表 33-5に示すコマ
ンドをポートに適用します。

表 33-3 入力キュー用の自動 QoS 設定

入力キュー キュー番号 CoS/キュー マップ
キュー ウェイト
（帯域幅）

キュー
（バッファ）サイズ

SRR 共有 1 0、1 81% 67%

プライオリティ 2 2、3、4、5、6、7 19% 33%

表 33-4 出力キュー用の自動 QoS 設定

出力キュー キュー番号 CoS/キュー マップ
キュー ウェイト
（帯域幅）

ギガビット対応
ポートのキュー
（バッファ）サイズ

10/100 イーサネッ
ト ポートのキュー
（バッファ）サイズ

プライオリティ

（シェーピング）

1 5 10% 16% 10%

SRR 共有 2 3、6、7 10% 6% 10%

SRR 共有 3 2、4 60% 17% 26%

SRR 共有 4 0、1 20% 61% 54%
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表 33-5 生成される自動 QoS 設定

説明 自動的に生成されるコマンド

スイッチは標準 QoS を自動的にイネーブルにし、
CoS/DSCP マップ（着信パケット内の CoS 値の
DSCP 値へのマッピング）を設定します。

Switch(config)# mls qos
Switch(config)# mls qos map cos-dscp 0 8 16 26 32 46 48 56

スイッチは CoS 値を入力キューおよびスレッ
シュホールド ID に自動的にマッピングします。

Switch(config)# no mls qos srr-queue input cos-map
Switch(config)# mls qos srr-queue input cos-map queue 1 
threshold 3 0
Switch(config)# mls qos srr-queue input cos-map queue 1 
threshold 2 1
Switch(config)# mls qos srr-queue input cos-map queue 2 
threshold 1 2
Switch(config)# mls qos srr-queue input cos-map queue 2 
threshold 2 4 6 7
Switch(config)# mls qos srr-queue input cos-map queue 2 
threshold 3 3 5

スイッチは CoS 値を出力キューおよびスレッ
シュホールド ID に自動的にマッピングします。

Switch(config)# no mls qos srr-queue output cos-map
Switch(config)# mls qos srr-queue output cos-map queue 1 
threshold 3 5
Switch(config)# mls qos srr-queue output cos-map queue 2 
threshold 3 3 6 7
Switch(config)# mls qos srr-queue output cos-map queue 3 
threshold 3 2 4
Switch(config)# mls qos srr-queue output cos-map queue 4 
threshold 2 1
Switch(config)# mls qos srr-queue output cos-map queue 4 
threshold 3 0

スイッチは DSCP 値を入力キューおよびスレッ
シュホールド ID に自動的にマッピングします。

Switch(config)# no mls qos srr-queue input dscp-map
Switch(config)# mls qos srr-queue input dscp-map queue 1 
threshold 2 9 10 11 12 13 14 15
Switch(config)# mls qos srr-queue input dscp-map queue 1 
threshold 3 0 1 2 3 4 5 6 7
Switch(config)# mls qos srr-queue input dscp-map queue 1 
threshold 3 32
Switch(config)# mls qos srr-queue input dscp-map queue 2 
threshold 1 16 17 18 19 20 21 22 23
Switch(config)# mls qos srr-queue input dscp-map queue 2 
threshold 2 33 34 35 36 37 38 39 48
Switch(config)# mls qos srr-queue input dscp-map queue 2 
threshold 2 49 50 51 52 53 54 55 56
Switch(config)# mls qos srr-queue input dscp-map queue 2 
threshold 2 57 58 59 60 61 62 63
Switch(config)# mls qos srr-queue input dscp-map queue 2 
threshold 3 24 25 26 27 28 29 30 31
Switch(config)# mls qos srr-queue input dscp-map queue 2 
threshold 3 40 41 42 43 44 45 46 47
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スイッチは DSCP 値を出力キューおよびスレッ
シュホールド ID に自動的にマッピングします。

Switch(config)# no mls qos srr-queue output dscp-map
Switch(config)# mls qos srr-queue output dscp-map queue 1 
threshold 3 40 41 42 43 44 45 46 47
Switch(config)# mls qos srr-queue output dscp-map queue 2 
threshold 3 24 25 26 27 28 29 30 31
Switch(config)# mls qos srr-queue output dscp-map queue 2 
threshold 3 48 49 50 51 52 53 54 55
Switch(config)# mls qos srr-queue output dscp-map queue 2 
threshold 3 56 57 58 59 60 61 62 63
Switch(config)# mls qos srr-queue output dscp-map queue 3 
threshold 3 16 17 18 19 20 21 22 23
Switch(config)# mls qos srr-queue output dscp-map queue 3 
threshold 3 32 33 34 35 36 37 38 39
Switch(config)# mls qos srr-queue output dscp-map queue 4 
threshold 1 8
Switch(config)# mls qos srr-queue output dscp-map queue 4 
threshold 2 9 10 11 12 13 14 15
Switch(config)# mls qos srr-queue output dscp-map queue 4 
threshold 3 0 1 2 3 4 5 6 7

スイッチはプライオリティ キューとしてキュー
2、共有モードの場合はキュー 1 を使用して、入力
キューを自動的に設定します。入力キュー用の帯

域幅およびバッファ サイズも設定します。

Switch(config)# no mls qos srr-queue input priority-queue 1
Switch(config)# no mls qos srr-queue input priority-queue 2
Switch(config)# mls qos srr-queue input bandwidth 90 10
Switch(config)# mls qos srr-queue input threshold 1 8 16
Switch(config)# mls qos srr-queue input threshold 2 34 66
Switch(config)# mls qos srr-queue input buffers 67 33

スイッチは出力キュー バッファ サイズを自動的
に設定します。ポートにマッピングされた出力

キューに帯域幅および SRR モード（シェーピング
または共有）を設定します。

Switch(config)# mls qos queue-set output 1 threshold 1 138 
138 92 138
Switch(config)# mls qos queue-set output 1 threshold 2 138 
138 92 400
Switch(config)# mls qos queue-set output 1 threshold 3 36 77 
100 318
Switch(config)# mls qos queue-set output 1 threshold 4 20 50 
67 400
Switch(config)# mls qos queue-set output 2 threshold 1 149 
149 100 149
Switch(config)# mls qos queue-set output 2 threshold 2 118 
118 100 235
Switch(config)# mls qos queue-set output 2 threshold 3 41 68 
100 272
Switch(config)# mls qos queue-set output 2 threshold 4 42 72 
100 242
Switch(config)# mls qos queue-set output 1 buffers 10 10 26 
54
Switch(config)# mls qos queue-set output 2 buffers 16 6 17 61
Switch(config-if)# srr-queue bandwidth shape 10 0 0 0
Switch(config-if)# srr-queue bandwidth share 10 10 60 20

auto qos voip trust コマンドを入力した場合、mls
qos trust cosコマンドを使用することによって、ス
イッチは非ルーテッド ポートで受信したパケッ
トの CoS 値を信頼するように、またはmls qos trust
dscpコマンドを使用することによって、ルーテッ
ド ポートで受信したパケットの DSCP 値を信頼
するように、自動的に入力分類を設定します。

Switch(config-if)# mls qos trust cos
Switch(config-if)# mls qos trust dscp

auto qos voip cisco-phone コマンドを入力すると、
スイッチは自動的に信頼境界機能をイネーブル

にします。この機能は、CDP を使用して Cisco IP
Phone の有無を検出します。

Switch(config-if)# mls qos trust device cisco-phone

表 33-5 生成される自動 QoS 設定（続き）

説明 自動的に生成されるコマンド
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自動 QoS の設定上の影響
自動 QoS がイネーブルの場合、auto qos voipインターフェイス コンフィギュレーション コマンド
および生成された設定が、実行コンフィギュレーションに追加されます。

自動 QoS によって生成されたコマンドは、CLI（コマンドライン インターフェイス）から入力され
た場合と同様に適用されます。既存のユーザ設定により、生成されたコマンドの適用に失敗したり、

生成されたコマンドで既存設定が上書きされることがあります。これらの動作は、警告なしに実行

されます。生成されたコマンドがすべて正常に適用された場合、上書きされなかったユーザ入力の

設定は、実行コンフィギュレーションに残ります。上書きされたユーザ入力の設定を元に戻すには、

現在のコンフィギュレーションをメモリに保存しないでスイッチを再ロードします。生成されたコ

マンドを適用できなかった場合は、元の実行コンフィギュレーションが復元されます。

自動 QoS 設定時の注意事項
自動 QoS の設定を開始する前に、次の点に注意してください。

• Cisco IOS Release 12.2(20)SE より前のリリースの場合、自動 QoS では、Cisco IP Phone を含むス
イッチ ポート上のみで VoIP が設定されます。

• Cisco IOS Release 12.2(20)SE 以降のリリースでは、自動 QoS は非ルーテッド ポートおよびルー
テッド ポートの Cisco IP Phone を使用する VoIP に関して、スイッチの設定を行います。また、
Cisco SoftPhone アプリケーションが稼働するデバイスを使用した VoIP に対して、自動 QoS が
スイッチに設定されます。

（注） Cisco SoftPhone が稼働するデバイスが非ルーテッドまたはルーテッド ポートに接続さ
れている場合、スイッチはポートごとに Cisco SoftPhone アプリケーション 1 つのみを
サポートします。

• 10 ギガビット インターフェイスは、Cisco IP Phone を使用した VoIP、または Cisco SoftPhone 機
能を稼働するデバイスを使用した VoIP では、自動 QoS 機能をサポートしません。

auto qos voip cisco-softphone コマンドを入力する
と、スイッチはクラス マップおよびポリシー マッ
プを自動的に作成します。

Switch(config)# mls qos map policed-dscp 24 26 46 to 0
Switch(config)# class-map match-all AutoQoS-VoIP-RTP-Trust
Switch(config-cmap)# match ip dscp ef
Switch(config)# class-map match-all 
AutoQoS-VoIP-Control-Trust
Switch(config-cmap)# match ip dscp cs3 af31
Switch(config)# policy-map AutoQoS-Police-SoftPhone
Switch(config-pmap)# class AutoQoS-VoIP-RTP-Trust
Switch(config-pmap-c)# set dscp ef
Switch(config-pmap-c)# police 320000 8000 exceed-action 
policed-dscp-transmit
Switch(config-pmap)# class AutoQoS-VoIP-Control-Trust
Switch(config-pmap-c)# set dscp cs3
Switch(config-pmap-c)# police 32000 8000 exceed-action 
policed-dscp-transmit

クラス マップおよびポリシー マップの作成後、ス
イッチは AutoQoS-Police-SoftPhone のポリシー
マップを、Cisco SoftPhone 機能を備えた自動 QoS
がイネーブルである入力インターフェイスに自

動的に適用します。

Switch(config-if)# service-policy input 
AutoQoS-Police-SoftPhone

表 33-5 生成される自動 QoS 設定（続き）

説明 自動的に生成されるコマンド
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• 自動 QoS のデフォルト設定を利用するには、自動 QoS コマンドをイネーブルにしてから、そ
の他の QoS コマンドを設定してください。必要であれば、QoS 設定をきめ細かく調整できます
が、自動 QoS コマンド設定が完了したあとに実行することを推奨します。詳細については、「自
動 QoS の設定上の影響」（p.33-25）を参照してください。

• 自動 QoS がイネーブルになったあと、名前に AutoQoS を含むポリシー マップまたは集約ポリ
サーを変更しないでください。ポリシー マップまたは集約ポリサーを変更する必要がある場
合、これらをコピーしてから、コピーしたポリシー マップまたは集約ポリサーを変更してくだ
さい。生成したポリシー マップではなく新しいポリシー マップを使用するには、生成したポ
リシー マップをインターフェイスから削除し、新しいポリシー マップをインターフェイスに
適用します。

• スタティック アクセス、ダイナミック アクセス、音声 VLAN アクセス、およびトランク ポー
トで自動 QoS をイネーブルにできます。

• デフォルトでは、CDP はすべてのポートでイネーブルに設定されています。自動 QoS を適切
に機能させるには、CDP をディセーブルにしないでください。

• ルーテッド ポート上の Cisco IP Phone で自動 QoS をイネーブルにする場合は、スタティック IP
アドレスを IP Phone に割り当てる必要があります。

• このリリースは、Cisco IP SoftPhone Version 1.3(3) 以降のみをサポートします。

• 接続する装置は、Cisco Call Manager バージョン 4 以降を使用する必要があります。

旧ソフトウェア リリースからのアップグレード
Cisco IOS Release 12.2(20)SE では、自動 QoS の実装はそれ以前のリリースとは異なっています。生
成した自動 QoS 設定が変更され、Cisco SoftPhone 機能のサポートが追加され、ルーテッド ポート
の Cisco IP Phone が追加されました。

自動 QoS がスイッチ上で設定され、スイッチが Cisco IOS Release 12.2(20)SE より前のリリースで稼
働し、Cisco IOS Release 12.2(20)SE 以降のリリースにアップグレードする場合、コンフィギュレー
ション ファイルに新しい設定は含まれず、自動 QoS は動作しません。コンフィギュレーション ファ
イルで自動 QoS 設定をアップグレードするには、次の手順を実行します。

1. スイッチを Cisco IOS Release 12.2(20)SE 以降のリリースにアップグレードします。

2. 自動 QoS がイネーブルであるポートすべてで、自動 QoS をディセーブルにします。

3. noコマンドを使用すると、グローバル自動 QoS 設定すべてをデフォルト値に戻します。

4. ステップ 2 で自動 QoS がディセーブルにされたポートで、自動 QoS を再度イネーブルにしま
す。前と同じ自動 QoS 設定でポートを設定します。

VoIP 用の自動 QoS をイネーブルにする方法
VoIP 用の QoS を QoS ドメインでイネーブルにするには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実
行します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id Cisco IP Phone に接続されたポート、Cisco SoftPhone 機能を実行する
装置に接続されたポート、またはネットワーク内部の信頼性のある

他のスイッチやルータに接続されたアップリンク ポートを指定し、
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。
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自動 QoS がイネーブルまたはディセーブルの場合に自動生成される QoS コマンドを表示するには、
debug auto qosイネーブル EXEC コマンドを入力してから、自動 QoS をイネーブルにします。詳細
については、このリリースのコマンド リファレンスに記載された debug autoqos コマンドの説明を
参照してください。

ポートで自動 QoS をディセーブルにするには、no auto qos voipインターフェイス コンフィギュレー
ション コマンドを使用します。自動 QoS によりこのポートに生成されたインターフェイス コン
フィギュレーション コマンドのみが削除されます。自動 QoS がイネーブル化されていないポート
に no auto qos voip コマンドを入力すると、自動 QoS により生成されたグローバル コンフィギュ
レーション コマンドが残っている場合も、自動 QoS はディセーブルであるとみなされます（これ
により、他のポートでグローバル設定の影響を受けるトラフィックが中断されなくなります）。

no mls qosグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用すると、自動 QoS により生成され
たグローバル コンフィギュレーション コマンドをディセーブルにできます。QoS がディセーブル
の場合、パケット（パケットの CoS 値、DSCP 値、および IP precedence 値）は変更されないため、
trusted（信頼する）ポート、untrusted（信頼しない）ポートの概念はありません。トラフィックは
パススルー モードでスイッチングされます（パケットは書き換えられずにスイッチングされ、ポリ
シングを伴わないベストエフォート型として分類されます）。

次の例は、ポートに接続されたスイッチまたはルータが信頼のあるデバイスの場合に、自動 QoS を
イネーブルにし、受信パケット内の QoS ラベルを信用する方法を示します。

Switch(config)# interface gigabitethernet2/0/1
Switch(config-if)# auto qos voip trust

ステップ 3 auto qos voip {cisco-phone | 
cisco-softphone | trust}

自動 QoS をイネーブルにします。

キーワードの意味は次のとおりです。

• cisco-phone ― ポートが Cisco IP Phone に接続されている場合、
着信パケットの QoS ラベルは電話機が検出されたときのみ信頼
されます。このキーワードは 10 ギガビット インターフェイス
上ではサポートされません。

• cisco-softphone ― ポートが Cisco SoftPhone 機能を実行する装置
に接続されています。このキーワードは 10 ギガビット インター
フェイス上ではサポートされません。

（注） cisco-softphone キーワードをサポートするのは、Cisco IOS
Release 12.2(20)SE 以降のリリースのみです。

• trust ― アップリンク ポートが信頼できるスイッチまたはルー
タに接続されていて、入力パケット内の VoIP トラフィック分類
が信頼されます。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show auto qos interface interface-id 設定を確認します。

このコマンドは、自動 QoS がイネーブルであるインターフェイス上
の自動 QoS コマンドを表示します。show running-config vlanイネー
ブル EXEC コマンドを使用すれば、自動 QoS の設定およびユーザに
よる変更を表示できます。

コマンド 説明
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自動 QoS 設定例
ここでは、ネットワーク内で Auto-QoS を実装する手順について説明します（図 33-11を参照）。QoS
パフォーマンスを最適にするには、ネットワーク内部の装置すべてで自動 QoS をイネーブルにしま
す。

図 33-11 自動 QoS を設定したネットワークの例

図 33-11に、VoIP トラフィックを他のすべてのトラフィックより優先させるネットワークを示しま
す。配線クローゼット内の QoS ドメインのエッジにあるスイッチで自動 QoS をイネーブルにしま
す。

（注） 自動 QoS コマンドを入力する前にいかなる標準 QoS コマンドも設定しないでください。QoS 設定
をきめ細かく調整できますが、自動 QoS コマンド設定が完了したあとに実行することを推奨しま
す。
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VoIP トラフィックを他のすべてのトラフィックよりも優先させるために、QoS ドメインのエッジ
にあるスイッチを設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

コマンド 説明

ステップ 1 debug auto qos 自動 QoS 用のデバッグをイネーブルにします。デバッグがイネーブ
ルになると、スイッチは、自動 QoS がイネーブルになる場合に自動
的に生成される QoS 設定を表示します。

ステップ 2 configure terminal 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。

ステップ 3 cdp enable CDP をグローバルにイネーブルにします。デフォルトで、CDP はイ
ネーブルに設定されます。

ステップ 4 interface interface-id Cisco IP Phone に接続されているスイッチ ポートを指定し、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。

ステップ 5 auto qos voip cisco-phone ポートで自動 QoS をイネーブルにし、ポートが Cisco IP Phone に接
続されていることを指定します。

着信パケット内の QoS ラベルは、Cisco IP Phone が検出された場合
のみ信頼されます。

ステップ 6 exit グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 7 Cisco IP Phone に複数のポートが接続されている場合ステップ 4 ～ 6
を繰り返します。

ステップ 8 interface interface-id 信頼されるスイッチまたはルータに接続されていると識別されるス

イッチ ポートを指定し、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。図 33-11を参照してください。

ステップ 9 auto qos voip trust ポートで自動 QoS をイネーブルにし、ポートが信頼できるルータや
スイッチに接続されていることを指定します。

ステップ 10 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 11 show auto qos 設定を確認します。

このコマンドは、自動 QoS がイネーブルであるインターフェイス上
の自動 QoS コマンドを表示します。show running-config vlanイネー
ブル EXEC コマンドを使用すれば、自動 QoS の設定およびユーザに
よる変更を表示できます。

自動 QoS によって影響を受ける可能性のある QoS 設定に関する情
報については、「自動 QoS 情報の表示」（p.26-12）を参照してくださ
い。

ステップ 12 copy running-config startup-config auto qos voipインターフェイス コンフィギュレーション コマンドと
生成された自動 QoS 設定をコンフィギュレーション ファイルに保
存します。
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自動 QoS 情報の表示
自動 QoS の初期設定を表示するには、show auto qos [interface interface-id] イネーブル EXEC コマン
ドを使用します。ユーザが変更した設定を表示するには、show running-configイネーブル EXEC コ
マンドを使用します。show auto qosおよび show running-configコマンド出力を比較してユーザが
定義した QoS 設定を特定できます。

自動 QoS によって影響を受ける可能性のある QoS 設定に関する情報を表示するには、次のいずれ
かのコマンドを使用します。

• show mls qos

• show mls qos maps cos-dscp

• show mls qos interface [interface-id] [buffers | queueing]

• show mls qos maps [cos-dscp | cos-input-q | cos-output-q | dscp-cos | dscp-input-q | dscp-output-q]

• show mls qos input-queue

• show running-config

これらのコマンドの詳細については、このリリースのコマンド リファレンスを参照してください。
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標準 QoS の設定
標準 QoS を設定する前に、次の内容を完全に把握してください。

• 使用するアプリケーションのタイプおよびネットワークのトラフィック パターン

• トラフィックの特性およびネットワークの要件、トラフィック バーストの有無、音声およびビ
デオ ストリーム用に帯域幅を確保する必要性

• 帯域要件およびネットワーク速度

• ネットワークで輻輳が発生する場所

ここでは、次の設定について説明します。

• 標準 QoS のデフォルト設定（p.33-31）

• 標準 QoS 設定時の注意事項（p.33-33）

• QoS をグローバルでイネーブルにする方法（p.33-35）（必須）

• 物理ポートでの VLAN ベース QoS のイネーブル化（p.33-35）（任意）

• ポートの信頼状態による分類の設定（p.33-36）（必須）

• QoS ポリシーの設定（p.33-42）（必須）

• DSCP マップの設定（p.33-61）（任意、DSCP/DSCP 変換マップまたはポリシング設定 DSCP マッ
プを使用する必要がない場合）

• 入力キューの特性の設定（p.33-67）（任意）

• 出力キューの特性の設定（p.33-71）（任意）

標準 QoS のデフォルト設定
QoS はディセーブルに設定されています。パケット（パケットの CoS 値、DSCP 値、および IP
precedence 値）は変更されないため、trusted ポート、untrusted ポートの概念はありません。トラ
フィックはパススルー モードでスイッチングされます（パケットは書き換えられずにスイッチング
され、ポリシングを伴わないベストエフォート型として分類されます）。

mls qosグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して QoS をイネーブルにし、その他の
すべての QoS 設定がデフォルトである場合、トラフィックはポリシングを伴わないベストエフォー
ト型として分類されます（DSCP および CoS 値は 0 に設定されます）。ポリシー マップは設定され
ていません。デフォルトでは、すべてのポートの信頼状態は untrusted になっています。入力および
出力キューのデフォルト設定については、「入力キューのデフォルト設定」（p.33-31）および「出力
キューのデフォルト設定」（p.33-32）を参照してください。

入力キューのデフォルト設定

表 33-6に、QoS がイネーブルの場合の入力キューのデフォルト設定を示します。

表 33-6 入力キューのデフォルト設定

機能 キュー 1 キュー 2

バッファ割り当て 90% 10%

帯域幅割り当て1

1. 帯域幅は各キューで均等に共有されます。SRR は共有モードの場合のみパケットを送信します。

4 4

プライオリティ キューの帯域幅2

2. キュー 2 はプライオリティ キューです。設定された割合に従って、SRR はプライオリティ キューを処理してか
ら、他のキューを処理します。

0 10

WTD 廃棄スレッシュホールド 1 100% 100%

WTD 廃棄スレッシュホールド 2 100% 100%



第 33章      QoS の設定
標準 QoS の設定

33-32
Catalyst 3750 スイッチ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

78-16180-06-J

表 33-7に、QoS がイネーブルの場合のデフォルトの CoS 入力キュー スレッシュホールド マップを
示します。

表 33-8に、QoS がイネーブルの場合のデフォルトの DSCP 入力キュー スレッシュホールド マップ
を示します。

出力キューのデフォルト設定

表 33-9 に、QoS がイネーブルの場合における、各キューセットに対する出力キューのデフォルト
設定を示します。すべてのポートはキューセット 1 にマッピングされます。ポートの帯域幅制限は
100% に設定され、レートは制限されません。

表 33-10に、QoS がイネーブルの場合のデフォルトの CoS 出力キュー スレッシュホールド マップ
を示します。

表 33-7 デフォルトの CoS 入力キュー スレッシュホールド マップ

CoS 値 キュー ID ― スレッシュホールド ID

0～ 4 1～ 1

5 2～ 1

6、7 1～ 1

表 33-8 デフォルトの DSCP 入力キュー スレッシュホールド マップ

DSCP 値 キュー ID ― スレッシュホールド ID

0～ 39 1～ 1

40～ 47 2～ 1

48～ 63 1～ 1

表 33-9 出力キューのデフォルト設定

機能 キュー 1 キュー 2 キュー 3 キュー 4

バッファ割り当て 25% 25% 25% 25%

WTD 廃棄スレッシュホールド 1 100% 200% 100% 100%

WTD 廃棄スレッシュホールド 2 100% 200% 100% 100%

専用スレッシュホールド 50% 50% 50% 50%

最大スレッシュホールド 400% 400% 400% 400%

SRR シェーピング ウェイト（絶対）1

1. シェーピング ウェイトが 0 の場合、このキューはシェーピング モードで動作します。

25 0 0 0

SRR 共有ウェイト2

2. 帯域幅の 4 分の 1 が各キューに割り当てられます。

25 25 25 25

表 33-10 デフォルトの CoS 出力キュー スレッシュホールド マップ

CoS 値 キュー ID ― スレッシュホールド ID

0、1 2～ 1

2、3 3～ 1

4 4～ 1

5 1～ 1

6、7 4～ 1
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表 33-11に、QoS がイネーブルの場合のデフォルトの DSCP 出力キュー スレッシュホールド マップ
を示します。

マッピング テーブルのデフォルト設定

デフォルトの CoS/DSCP マップについては、表 33-12（p.33-62）を参照してください。

デフォルトの IP precedence/DSCP マップについては、表 33-13（p.33-63）を参照してください。

デフォルトの DSCP/CoS マップについては、表 33-14（p.33-65）を参照してください。

デフォルトの DSCP/DSCP 変換マップは、着信した DSCP 値を同じ DSCP 値にマッピングする空の
マップです。

デフォルトのポリシング設定 DSCP マップは、着信した DSCP 値を同じ DSCP 値にマッピングする
（マークダウンしない）空のマップです。

標準 QoS 設定時の注意事項
QoS の設定を開始する前に、次の項の情報に注意してください。

• QoS ACL の注意事項（p.33-33）

• インターフェイスにおける QoS の適用（p.33-33）

• ポリシングの注意事項（p.33-34）

• 一般的な QoS の注意事項（p.33-35）

QoS ACL の注意事項

以下は、ACL で QoS を設定する場合の注意事項です。

• 設定された IP 拡張 ACL と IP フラグメントを比較して、QoS を実行することはできません。IP
フラグメントはベストエフォート型として送信されます。IP フラグメントは IP ヘッダー内の
フィールドで指定されます。

• クラス マップごとに 1 つの ACL、および 1 つの matchクラス マップ コンフィギュレーション
コマンドのみを使用できます。ACL には、フィールドとパケットの内容を照合する ACE を複
数指定できます。

インターフェイスにおける QoS の適用

以下は、物理ポートで QoS を設定する場合の注意事項です。これは SVI（レイヤ 3 インターフェイ
ス）にも当てはまります。

• QoS は、物理ポートおよび SVI に設定できます。物理ポートに QoS を設定する場合、非階層型
ポリシー マップを作成および適用します。SVI に QoS を設定する場合は、非階層型および階層
型ポリシー マップを作成および適用できます。

表 33-11 デフォルトの DSCP 出力キュー スレッシュホールド マップ

DSCP 値 キュー ID ― スレッシュホールド ID

0～ 15 2～ 1

16～ 31 3～ 1

32～ 39 4～ 1

40～ 47 1～ 1

48～ 63 4～ 1
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• 着信トラフィックは、ブリッジング、ルーティング、または CPU に送信されるかどうかに関係
なく、分類、ポリシング、およびマークダウン（設定されている場合）されます。ブリッジン

グされたフレームは、廃棄したり、その DSCP および CoS 値を変更したりすることができます。

• Cisco IOS Release 12.2(25)SE 以降で、物理ポートまたは SVI 上にポリシー マップを設定する場
合、次の注意事項に従ってください。

－ 物理ポートと SVI には、同じポリシー マップを適用できません。

－ 物理ポート上で VLAN ベースの QoS が設定されている場合、スイッチはポート上のすべて
のポートベースのポリシー マップを削除します。この物理ポート上のトラフィックは、物
理ポートが所属する SVI に付加されたポリシー マップの影響を受けています。

－ SVI に付加された階層型ポリシー マップでは、物理ポートのインターフェイス レベルで個
別ポリサーのみを設定して、ポート上のトラフィックの帯域幅制限を指定できます。入力

ポートは、トランク ポートまたはスタティックアクセス ポートとして設定する必要があり
ます。階層型ポリシー マップの VLAN レベルでは、ポリサーを設定できません。

－ スイッチは、階層型ポリシー マップの集約ポリサーをサポートしていません。

－ 階層型ポリシー マップが SVI に付加されたあとで、インターフェイス レベルのポリシー
マップを変更したり、階層型ポリシー マップから削除することはできません。また、階層
型ポリシー マップに新しいインターフェイスレベルのポリシー マップを付加することも
できません。これらの変更を実行したい場合は、まず SVI から階層型ポリシー マップを削
除する必要があります。また、階層型ポリシー マップに指定されているクラス マップの追
加や削除はできません。

ポリシングの注意事項

以下はポリシングの注意事項です。

• 複数の物理ポートを制御するポート ASIC デバイスは、256 個のポリサー（255 のポリサーと 1
つの no のポリサー）をサポートしています。各ポートでサポートされているポリサーの最大
数は 64 です。たとえば、ギガビット イーサネット ポートに 32 個のポリサー、ファスト イー
サネット ポートに 8 個のポリサーを設定したり、ギガビット イーサネット ポートに 64 個のポ
リサー、ファスト イーサネット ポートに 5 個のポリサーを設定できます。ポリサーは必要に
応じてソフトウェアによって割り当てられ、ハードウェアおよび ASIC 境界の制約を受けます。
ポートごとにポリサーを予約することはできません。特定のポートを目的のポリサーに確実に

割り当てることはできません。

• 入力ポートでは、1 つのパケットに適用できるポリサーは 1 つだけです。平均レートおよび確
定されたバースト パラメータのみ設定可能です。

• 10 ギガビット イーサネット上でポリシングを設定できません。

• 同じ非階層型ポリシー マップ内で複数のトラフィック クラスが共有する集約ポリサーを作成
できます。ただし、集約ポリサーは複数の異なるポリシー マップには使用できません。

• QoS が設定されたポートでは、そのポートを通じて受信されるすべてのトラフィックは、ポー
トに付加されたポリシー マップに従って分類、ポリシング、およびマーキングが行われます。
QoS が設定されたトランク ポートでは、そのポートを通じて受信されるすべての VLAN 内ト
ラフィックは、ポートに付加されたポリシー マップに従って分類、ポリシング、およびマーキ
ングが行われます。 

• スイッチに EtherChannel ポートが設定されている場合は、EtherChannel を構成する各物理ポー
トで QoS の分類、ポリシング、マッピング、およびキューイングを設定する必要があります。
EtherChannel のすべてのポートで、QoS 設定を統一するかどうかを決定します。
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一般的な QoS の注意事項

一般的な QoS の注意事項は次のとおりです。

• スイッチで受信された制御トラフィック（スパニングツリー Bridge Protocol Data Unit［BPDU;
ブリッジ プロトコル データ ユニット］やルーティング アップデート パケットなど）には、す
べての入力 QoS 処理が行われます。

• キュー設定を変更すると、データが失われることがあります。したがって、トラフィックが最

小のときに設定を変更してください。

QoS をグローバルでイネーブルにする方法
デフォルトでは、QoS はスイッチ上でディセーブルです。

QoS をイネーブルにするには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。この手順は必須
です。

QoS をディセーブルにするには、no mls qosグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用し
ます。

物理ポートでの VLAN ベース QoS のイネーブル化
デフォルトでは、スイッチのすべての物理ポート上で VLAN ベース QoS はディセーブルです。ス
イッチは、クラス マップおよびポリシー マップなどの QoS を物理ポートに基づいてのみ適用しま
す。Cisco IOS Release 12.2(25)SE 以降では、スイッチ ポート上で VLAN ベース QoS をイネーブル
にできます。 

VLAN ベース QoS をイネーブルにするには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。
SVI 上の階層型ポリシー マップのインターフェイス レベルで指定された物理ポートで、この手順
が必要となります。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 mls qos QoS をグローバルにイネーブルにします。

デフォルト設定における QoS の動作については、「標準 QoS のデ
フォルト設定」（p.33-31）、「入力キューでのキューイングおよび
スケジューリング」（p.33-15）、および「出力キューでのキューイ
ングおよびスケジューリング」（p.33-17）を参照してください。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show mls qos 設定を確認します。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id 物理ポートを指定し、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。

ステップ 3 mls qos vlan-based ポートで VLAN ベース QoS をイネーブルにします。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show mls qos interface interface-id 物理ポート上で VLAN ベース QoS がイネーブルかどうか確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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物理ポート上で VLAN ベース QoS をディセーブルにするには、no mls qos vlan-basedインターフェ
イス コンフィギュレーション コマンドを使用します。

ポートの信頼状態による分類の設定

ここでは、ポートの信頼状態を使用して着信トラフィックを分類する方法について説明します。

ネットワーク設定に応じて、次に示す作業または「QoS ポリシーの設定」（p.33-42）に記載されて
いる作業を 1 つまたは複数実行する必要があります。

• QoS ドメイン内のポートの信頼状態の設定（p.33-36）

• インターフェイスの CoS 値の設定（p.33-37）

• 信頼境界の設定によるポート セキュリティの確保（p.33-38）

• DSCP トランスペアレンシ モードのイネーブル化（p.33-39）

• 別の QoS ドメインとの境界ポートでの DSCP 信頼状態の設定（p.33-40）

QoS ドメイン内のポートの信頼状態の設定

QoS ドメインに入ってくるパケットは、QoS ドメインのエッジで分類されます。パケットがエッジ
で分類されるときは、QoS ドメイン内のスイッチごとにパケットを分類する必要がないため、QoS
ドメイン内のスイッチ ポートを trusted ポートの 1 つに設定できます。図 33-12 に、ネットワーク
トポロジーの例を示します。

図 33-12 QoS ドメイン内のポートの信頼状態

10
12

36IP
P1P3
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受信するトラフィックの分類を信頼するようにポートを設定するには、イネーブル EXEC モードで
次の手順を実行します。

ポートを untrusted の状態に戻すには、no mls qos trustインターフェイス コンフィギュレーション
コマンドを使用します。

デフォルトの CoS 値を変更する方法については、「インターフェイスの CoS 値の設定」（p.33-37）を
参照してください。CoS/DSCP マップを設定する方法については、「CoS/DSCP マップの設定」
（p.33-61）を参照してください。

インターフェイスの CoS 値の設定

QoS は、trusted ポートおよび untrusted ポートで受信されたタグなしフレームに、mls qos cos イン
ターフェイス コンフィギュレーション コマンドによって指定された CoS 値を割り当てます。

ポートのデフォルトの CoS 値を定義したり、デフォルトの CoS 値をポートのすべての着信パケッ
トに割り当てるには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id 信頼するポートを指定し、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。

有効なインターフェイスは物理ポートなどです。

ステップ 3 mls qos trust [cos | dscp | ip-precedence] ポートの信頼状態を設定します。

デフォルトでは、ポートの信頼状態は untrusted です。キーワー
ドを指定しない場合、デフォルトは dscpです。

キーワードの意味は次のとおりです。

• cos ― パケットの CoS 値を使用して入力パケットを分類し
ます。タグなしパケットの場合は、ポートのデフォルトの

CoS 値が使用されます。デフォルトのポート CoS 値は 0 で
す。

• dscp ― パケットの DSCP 値を使用して入力パケットを分類
します。非 IP パケットでは、パケットがタグ付きの場合、パ
ケットの CoS 値が使用されます。パケットがタグなしの場
合は、デフォルトのポート CoS が使用されます。CoS/DSCP
マップを使用して、CoS 値が DSCP 値に内部的にマッピング
されます。

• ip-precedence ― パケットの IP precedence 値を使用して入力
パケットを分類します。非 IP パケットでは、パケットがタ
グ付きの場合、パケットの CoS 値が使用されます。パケッ
トがタグなしの場合は、デフォルトのポート CoS が使用さ
れます。CoS/DSCP マップを使用して、CoS 値が DSCP 値に
内部的にマッピングされます。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show mls qos interface 設定を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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デフォルト設定に戻すには、no mls qos cos {default-cos | override}インターフェイス コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。

信頼境界の設定によるポート セキュリティの確保

通常のネットワークでは、図 33-12（p.33-36）に示すように、Cisco IP Phone をスイッチ ポートに接
続し、電話機の背後でデータ パケットを生成するデバイスをカスケード構成にします。Cisco IP
Phone は、音声パケットの CoS レベルをハイ プライオリティ（CoS ＝ 5）に、データ パケットの
CoS レベルをロー プライオリティ（CoS ＝ 0）にマーキングして、共有データ リンクを通る音声品
質を保証します。通常の場合、電話機からスイッチに送信されたトラフィックは、802.1Q ヘッダー
を使用するタグによってマーキングされます。このヘッダーには VLAN 情報、およびパケットのプ
ライオリティである CoS の 3 ビット フィールドが格納されます。

ほとんどの Cisco IP Phone 設定では、電話機からスイッチに送信されたトラフィックは信頼され、
音声トラフィックのプライオリティがネットワーク内の他のタイプのトラフィックよりも高くな

ります。mls qos trust cosインターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用することによ
り、ポートで受信されたすべてのトラフィックの CoS ラベルを信頼するように、電話機の接続先で
あるスイッチ ポートを設定できます。mls qos trust cosインターフェイス コンフィギュレーション
コマンドを使用して、ポートで受信されるすべてのトラフィックの DSCP ラベルを信頼するよう
に、電話が接続されているルーテッド ポートを設定します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id 設定するポートを指定し、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。

有効なインターフェイスは物理ポートなどです。

ステップ 3 mls qos cos {default-cos | override} ポートのデフォルトの CoS 値を設定します。

• default-cosを指定する場合は、ポートに割り当てるデフォルトの
CoS 値を指定します。パケットがタグなしの場合、デフォルト
の CoS 値がパケットの CoS 値になります。指定できる CoS の範
囲は 0 ～ 7 で、デフォルトは 0 です。

• 着信パケットにすでに設定されている信頼状態を上書きし、す

べての着信パケットにデフォルトのポート CoS 値を適用する場
合は、overrideキーワードを使用します。デフォルトでは、CoS
の上書きはディセーブルに設定されています。

指定されたポートのすべての着信パケットのプライオリティを

他のポートから着信したパケットよりも高く、または低く設定

する場合は、overrideキーワードを使用します。ポートが DSCP、
CoS、または IP precedence を信頼するように設定されている場
合も、このコマンドを実行すると設定済みの信頼状態が上書き

され、すべての着信 CoS 値に、このコマンドによって設定され
たデフォルトの CoS 値が割り当てられます。着信パケットがタ
グ付きの場合、パケットの CoS 値は入力ポートでデフォルトの
ポート CoS 値に変更されます。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show mls qos interface 設定を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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電話機をバイパスして PC がスイッチに直接接続されている場合、trusted に設定されているポート
では、信頼境界機能を使用することにより、ハイ プライオリティ キューの誤使用を防止できます。
信頼境界を使用しない場合、スイッチは PC によって生成された CoS ラベルを信頼します（CoS 設
定が信頼されるため）。対照的に、信頼境界を使用する場合は、CDP を使用してスイッチ ポート上
で Cisco IP Phone（Cisco IP Phone 7910、7935、7940、および 7960）の存在を検出します。電話機が
検出されなかった場合、信頼境界機能はスイッチ ポートの信頼設定をディセーブルにし、ハイ プ
ライオリティ キューの誤使用を防止します。PC および Cisco IP Phone がスイッチに接続されたハ
ブに接続されている場合、信頼境界機能は無効であることに注意してください。

場合によっては、Cisco IP Phone に接続された PC がハイ プライオリティのデータ キューを利用し
ないように設定できます。そのためには、switchport priority extend cosインターフェイス コンフィ
ギュレーション コマンドを使用し、PC から受信したトラフィックのプライオリティよりも優先す
るように、スイッチ CLI を通して電話機を設定します。

ポートの信頼境界をイネーブルにするには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

信頼境界機能をディセーブルにするには、no mls qos trust device インターフェイス コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。

DSCP トランスペアレンシ モードのイネーブル化

Cisco IOS Release 12.2(25)SE より前のリリースでは、QoS がディセーブルの場合、着信 IP パケット
の DSCP 値は変更されません。QoS がイネーブルで、DSCP を信頼するようにインターフェイスを
設定した場合、スイッチは DSCP 値を変更しません。CoS を信頼するようにインターフェイスを設
定した場合、スイッチは CoS/DSCP マップに応じて DSCP 値を変更します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 cdp run CDP をグローバルにイネーブルにします。デフォルトで、CDP はイ
ネーブルに設定されます。

ステップ 3 interface interface-id Cisco IP Phone に接続されているポートを指定し、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。

有効なインターフェイスは物理ポートなどです。

ステップ 4 cdp enable ポート上で CDP をイネーブルにします。デフォルトで、CDP はイ
ネーブルに設定されます。

ステップ 5 mls qos trust cos

mls qos trust dscp

Cisco IP Phone で受信したトラフィックの CoS 値を信頼するように、
スイッチ ポートを設定します。

または

Cisco IP Phone で受信したトラフィックの DHCP 値を信頼するよう
に、ルーテッド ポートを設定します。

デフォルトでは、ポートの信頼状態は untrusted です。

ステップ 6 mls qos trust device cisco-phone Cisco IP Phone が信頼されたデバイスであることを指定します。

信頼境界および自動 QoS（auto qos voipインターフェイス コンフィ
ギュレーション コマンド）は相互に排他的なので、同時にイネーブ
ルにできません。

ステップ 7 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 8 show mls qos interface 設定を確認します。

ステップ 9 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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Cisco IOS Release 12.2(25)SE 以降では、スイッチは DSCP トランスペアレンシ機能をサポートしま
す。この機能により影響を受けるのは、出力時のパケットの DSCP フィールドのみです。デフォル
トでは、DSCP トランスペアレンシはディセーブルです。スイッチは着信パケットの DSCP フィー
ルドを変更します。また、発信パケットの DSCP フィールドは、ポートの信頼性の設定、ポリシン
グとマーキング、および DSCP/DSCP 変換マップなどの QoS 設定に基づきます。

no mls qos rewrite ip dscpコマンドにより DSCP トランスペアレンシがイネーブルの場合、スイッ
チは着信パケットの DSCP フィールドを変更せず、発信パケットの DSCP フィールドは着信パケッ
トの DSCP と同じ状態となります。

（注） DSCP トランスペアレンシがイネーブルの場合でも、IEEE 802.1Q トンネル ポートに設定されてい
るポートの信頼性には影響を与えません。

DSCP トランスペアレンシの設定に関わらず、スイッチは、パケットの内部 DSCP 値を変更し、ト
ラフィックのプライオリティを表す CoS 値を生成するのにこれを使用します。また、内部 DSCP 値
を使用して、出力キューおよびスレッシュホールドの選択も行います。

スイッチ上で DHCP トランスペアレンシをイネーブルにするには、イネーブル EXEC モードで次の
手順を実行します。

DSCP トランスペアレンシをディセーブルにすることにより、信頼性の設定または ACL に基づいて
DSCP 値を変更するようにスイッチを設定するには、mls qos rewrite ip dscp グローバル コンフィ
ギュレーション コマンドを使用します。

no mls qosグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して QoS をディセーブルにした場
合、CoS 値および DSCP 値は変更されません（デフォルトの QoS 設定）。

no mls qos rewrite ip dscpグローバル コンフィギュレーション コマンドを入力して、DSCP トラン
スペアレンシをイネーブルにし、次に mls qos trust [cos | dscp]インターフェイス コンフィギュレー
ション コマンドを入力した場合、DSCP トランスペアレンシはイネーブルのままです。 

別の QoS ドメインとの境界ポートでの DSCP 信頼状態の設定

2 つの異なる QoS ドメインを管理していて、その QoS ドメイン間の IP トラフィックに QoS 機能を
実行する場合は、DSCP を信頼するようにドメインの境界に位置するスイッチ ポートを設定できま
す（図 33-13を参照）。それにより、受信ポートでは信頼する DSCP 値をそのまま使用し、QoS の分
類手順が省略されます。2 つのドメインで異なる DSCP 値が使用されている場合は、他のドメイン
内での定義に合わせて一連の DSCP 値を変換する DSCP/DSCP 変換マップを設定できます。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 mls qos QoS をグローバルにイネーブルにします。

ステップ 3 no mls qos rewrite ip dscp DSCP トランスペアレンシをイネーブルにします。スイッチは、IP
パケットの DSCP フィールドを変更しないように設定されます。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show mls qos interface [interface-id] 設定を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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図 33-13 別の QoS ドメインとの境界ポートでの DSCP 信頼状態

ポートに DSCP を信頼する状態を設定して、DSCP/DSCP 変換マップを変更するには、イネーブル
EXEC モードで次の手順を実行します。両方の QoS ドメインに共通の方法でマッピングするには、
両方のドメイン内のポートに次の手順を実行する必要があります。

10
12

35

QoS  1 QoS  2

DSCP 
DSCP/DSCP 

IP 

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 mls qos map dscp-mutation 
dscp-mutation-name in-dscp to out-dscp

DSCP/DSCP 変換マップを変更します。

デフォルトの DSCP/DSCP 変換マップは、着信した DSCP 値を同じ
DSCP 値にマッピングする空のマップです。

• dscp-mutation-nameには、変換マップ名を入力します。新しい名
前を指定することにより、複数のマップを作成できます。

• in-dscpには、最大 8 つの DSCP 値をスペースで区切って入力し
ます。次に toキーワードを入力します。

• out-dscpには、DSCP 値を 1 つ入力します。

DSCP の範囲は 0 ～ 63 です。

ステップ 3 interface interface-id 信頼するポートを指定し、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。

有効なインターフェイスは物理ポートなどです。

ステップ 4 mls qos trust dscp DSCP を信頼する状態のポートとして、入力ポートを設定します。デ
フォルトでは、ポートの信頼状態は untrusted です。

ステップ 5 mls qos dscp-mutation 
dscp-mutation-name

DSCP を信頼する状態の指定の入力ポートにマップを適用します。

dscp-mutation-nameには、ステップ 2 で作成した変換マップ名を指定
します。

1 つの入力ポートに複数の DSCP/DSCP 変換マップを設定できます。

ステップ 6 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 7 show mls qos maps dscp-mutation 設定を確認します。

ステップ 8 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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DSCP を信頼しない状態にポートを戻すには、no mls qos trustインターフェイス コンフィギュレー
ション コマンドを使用します。デフォルトの DSCP/DSCP 変換マップ値に戻すには、no mls qos map
dscp-mutation dscp-mutation-nameグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

次に、ポートが DSCP を信頼する状態に設定し、着信した DSCP 値 10 ～ 13 が DSCP 値 30 にマッ
ピングされるように DSCP/DSCP 変換マップ（gi1/0/2-mutation）を変更する例を示します。

Switch(config)# mls qos map dscp-mutation gi1/0/2-mutation 10 11 12 13 to 30
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/2
Switch(config-if)# mls qos trust dscp
Switch(config-if)# mls qos dscp-mutation gi1/0/2-mutation
Switch(config-if)# end

QoS ポリシーの設定
通常の場合、QoS ポリシーを設定するには、トラフィックをクラスに分類したり、これらのトラ
フィック クラスに適用されるポリシーを設定したり、ポリシーをポートに付加する必要がありま
す。

基本的な情報については、「分類」（p.33-5）および「ポリシングおよびマーキング」（p.33-8）を参
照してください。設定時の注意事項については、「標準 QoS 設定時の注意事項」（p.33-33）を参照し
てください。

ここでは、トラフィックを分類、ポリシング、マーキングする方法について説明します。ネット

ワーク設定に応じて、次の作業を 1 つまたは複数実行する必要があります。

• ACL によるトラフィックの分類（p.33-42）

• クラス マップによるトラフィックの分類（p.33-46）

• ポリシー マップによる物理ポート上のトラフィックの分類、ポリシング、およびマーキング
（p.33-48）

• 階層型ポリシー マップによる SVI 上のトラフィックの分類、ポリシング、およびマーキング
（p.33-52）

• 集約ポリサーによるトラフィックの分類、ポリシング、およびマーキング（p.33-59）

ACL によるトラフィックの分類

IP トラフィックを分類するには、IP 標準 ACL または IP 拡張 ACL を使用します。非 IP トラフィッ
クを分類するには、レイヤ 2 MAC ACL を使用します。

IP トラフィック用の IP 標準 ACL を作成するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行しま
す。
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アクセス リストを削除するには、no access-list access-list-numberグローバル コンフィギュレーショ
ン コマンドを使用します。

次に、指定された 3 つのネットワーク上のホストにのみアクセスを許可する例を示します。ワイル
ドカード ビットはネットワーク アドレスのホスト部分に適用されます。送信元アドレスがアクセ
ス リストのステートメントと一致しないホストは拒否されます。

Switch(config)# access-list 1 permit 192.5.255.0 0.0.0.255
Switch(config)# access-list 1 permit 128.88.0.0 0.0.255.255
Switch(config)# access-list 1 permit 36.0.0.0 0.0.0.255
! (Note: all other access implicitly denied)

IP トラフィック用の IP 拡張 ACL を作成するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行しま
す。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 access-list access-list-number {deny | 
permit} source [source-wildcard]

IP 標準 ACL を作成します。必要な回数だけこのコマンドを繰り返
します。

• access-list-number には、アクセス リスト番号を入力します。指
定できる範囲は 1 ～ 99 および 1300 ～ 1999 です。

• 条件が一致した場合に特定のタイプのトラフィックを許可する

には、permit キーワードを使用します。条件が一致した場合に
特定のタイプのトラフィックを拒否するには、denyキーワード
を使用します。

• source には、パケットの送信元であるネットワークまたはホス
トを入力します。anyキーワードは 0.0.0.0 255.255.255.255 の短
縮形として使用できます。

• （任意）source-wildcardを指定する場合は、送信元に適用するワ
イルドカード ビットをドット付き 10 進表記で入力します。無
視するビット位置に 1 を配置します。

（注） アクセス リストを作成するときは、アクセス リストの末尾
に暗黙的な拒否ステートメントがデフォルトで存在し、それ
以前のステートメントで一致が見つからなかったすべての
パケットに適用されることに注意してください。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show access-lists 設定を確認します。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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アクセス リストを削除するには、no access-list access-list-numberグローバル コンフィギュレーショ
ン コマンドを使用します。

次に、任意の送信元から任意の宛先への IP トラフィック（DSCP 値は 32）を許可する ACL の作成
例を示します。

Switch(config)# access-list 100 permit ip any any dscp 32

次に、10.1.1.1 の送信元ホストから 10.1.1.2 の宛先ホストへの IP トラフィック（precedence 値は 5）
を許可する ACL の作成例を示します。

Switch(config)# access-list 100 permit ip host 10.1.1.1 host 10.1.1.2 precedence 5

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 access-list access-list-number {deny | 
permit} protocol source source-wildcard 
destination destination-wildcard 

IP 拡張 ACL を作成します。必要な回数だけこのコマンドを繰り
返します。

• access-list-number には、アクセス リスト番号を入力します。
指定できる範囲は 100 ～ 199、および 2000 ～ 2699 です。

• 条件が一致した場合に特定のタイプのトラフィックを許可

するには、permitキーワードを使用します。条件が一致した
場合に特定のタイプのトラフィックを拒否するには、deny
キーワードを使用します。

• protocolには、IP プロトコルの名前または番号を入力します。
使用可能なプロトコル キーワードのリストを表示するには、
疑問符（?）を使用します。

• sourceには、パケットの送信元であるネットワークまたはホ
ストを入力します。ネットワークまたはホストを指定するに

は、ドット付き 10 進表記を使用したり、source 0.0.0.0 
source-wildcard 255.255.255.255 の短縮形として anyキーワー
ドを使用したり、source 0.0.0.0 を表す hostキーワードを使用
したりします。

• source-wildcardには、無視するビット位置に 1 を指定してワ
イルド カード ビットを入力します。ワイルドカードを指定
するには、ドット付き 10 進表記を使用したり、source 0.00.0.0
source-wildcard 255.255.255.255 の短縮形として anyキーワー
ドを使用したり、source 0.0.0.0 を表す hostキーワードを使用
したりします。

• destinationには、パケットの送信先となるネットワークまた
はホストを入力します。destination および destination-wildcard
を指定するときのオプションは、sourceおよびsource-wildcard
を指定する場合と同じです。

（注） アクセス リストを作成するときは、アクセス リストの末
尾に暗黙的な拒否ステートメントがデフォルトで存在
し、それ以前のステートメントで一致が見つからなかっ
たすべてのパケットに適用されることに注意してくださ
い。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show access-lists 設定を確認します。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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次に、任意の送信元から宛先グループ アドレス 224.0.0.2 への PIM トラフィック（DSCP 値は 32）
を許可する ACL の作成例を示します。

Switch(config)# access-list 102 permit pim any 224.0.0.2 dscp 32

非 IP トラフィック用のレイヤ 2 MAC ACL を作成するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を
実行します。

アクセス リストを削除するには、no mac access-list extended access-list-name グローバル コンフィ
ギュレーション コマンドを使用します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 mac access-list extended name リスト名を指定し、レイヤ 2 MAC ACL を作成します。

このコマンドを入力すると、拡張 MAC ACL コンフィギュレーショ
ン モードに変わります。

ステップ 3 {permit | deny} {host src-MAC-addr 
mask | any | host dst-MAC-addr | 
dst-MAC-addr mask} [type mask]

条件が一致した場合に許可または拒否するトラフィック タイプを
指定します。必要な回数だけコマンドを入力します。

• src-MAC-addr には、パケットの送信元であるホストの MAC ア
ドレスを入力します。MAC アドレスを指定するには、16 進表
記（H.H.H）を使用したり、source 0.0.0、source-wildcard ffff.ffff.ffff
の短縮形として anyキーワードを使用したり、source 0.0.0 を表
す hostキーワードを使用します。

• maskには、無視するビット位置に 1 を指定してワイルドカード
ビットを入力します。

• dst-MAC-addr には、パケットの送信先となるホストの MAC ア
ドレスを入力します。MAC アドレスを指定するには、16 進表
記（H.H.H）を使用したり、source 0.0.0、source-wildcard ffff.ffff.ffff
の短縮形として anyキーワードを使用したり、source 0.0.0 を表
す hostキーワードを使用します。

• （任意）type maskには、Ethernet II または SNAP でカプセル化さ
れたパケットの EtherType 番号を指定し、パケットのプロトコル
を指定します。typeの範囲は 0 ～ 65535 です。通常は 16 進数で
指定します。mask を指定する場合は、一致を調べる前に

EtherType に適用される don’t care ビットを入力します。

（注） アクセス リストを作成するときは、アクセス リストの末尾
に暗黙的な拒否ステートメントがデフォルトで存在し、それ
以前のステートメントで一致が見つからなかったすべての
パケットに適用されることに注意してください。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show access-lists [access-list-number | 
access-list-name]

設定を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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次に、2 つの許可ステートメントを含むレイヤ 2 の MAC ACL を作成する例を示します。最初のス
テートメントでは、MAC アドレスが 0001.0000.0001 であるホストから、MAC アドレスが 
0002.0000.0001 であるホストへのトラフィックが許可されます。2 番めのステートメントでは、MAC
アドレスが 0001.0000.0002 であるホストから、MAC アドレスが 0002.0000.0002 であるホストへの、
EtherType が XNS-IDP のトラフィックのみが許可されます。

Switch(config)# mac access-list extended maclist1
Switch(config-ext-macl)# permit 0001.0000.0001 0.0.0 0002.0000.0001 0.0.0
Switch(config-ext-macl)# permit 0001.0000.0002 0.0.0 0002.0000.0002 0.0.0 xns-idp
! (Note: all other access implicitly denied)

クラス マップによるトラフィックの分類

特定のトラフィック フロー（またはクラス）を他のすべてのトラフィックと区別して名前を付ける
には、class-mapグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。クラス マップが、特
定のトラフィック フローとの比較を行い、さらにそれを分類するために使用する条件を定義しま
す。ACL、IP precedence 値、DSCP 値などの条件を一致（match）ステートメントに含めることがで
きます。一致条件は、クラス マップ コンフィギュレーション モードで 1 つの一致ステートメント
を入力することによって定義されます。

（注） classポリシーマップ コンフィギュレーション コマンドを使用し、ポリシー マップの作成中にクラ
ス マップも作成できます。詳細については、「ポリシー マップによる物理ポート上のトラフィック
の分類、ポリシング、およびマーキング」（p.33-48）および「階層型ポリシー マップによる SVI 上
のトラフィックの分類、ポリシング、およびマーキング」（p.33-52）を参照してください。

クラス マップを作成し、トラフィックを分類するための一致条件を定義するには、イネーブル
EXEC モードで次の作業を実行します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 access-list access-list-number {deny | 
permit} source [source-wildcard]

または

access-list access-list-number {deny | 
permit} protocol source [source-wildcard] 
destination [destination-wildcard]

または

mac access-list extended name

{permit | deny} {host src-MAC-addr mask 
| any | host dst-MAC-addr | dst-MAC-addr 
mask} [type mask]

IP トラフィックの場合は IP 標準 ACL または IP 拡張 ACL、非 IP
トラフィックの場合はレイヤ 2 の MAC ACL を作成します。必要
な回数だけこのコマンドを繰り返します。

詳細については、「ACL によるトラフィックの分類」（p.33-42）を
参照してください。

（注） アクセス リストを作成するときは、アクセス リストの末
尾に暗黙的な拒否ステートメントがデフォルトで存在
し、それ以前のステートメントで一致が見つからなかっ
たすべてのパケットに適用されることに注意してくださ
い。
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既存のポリシー マップを削除するには、no policy-map policy-map-name グローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。既存のクラス マップを削除するには、no class-map [match-all
| match-any] class-map-nameグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。一致条件
を削除するには、no match {access-group acl-index-or-name | ip dscp | ip precedence}クラス マップ コ
ンフィギュレーション コマンドを使用します。

ステップ 3 class-map [match-all | match-any] 
class-map-name

クラス マップを作成し、クラス マップ コンフィギュレーション
モードを開始します。

デフォルトでは、クラス マップは定義されていません。

• （任意）このクラス マップのすべての一致ステートメントに
対して論理 AND を実行するには、match-allキーワードを使
用します。この場合は、クラス マップ内のすべての一致条
件と一致する必要があります。

• （任意）このクラス マップのすべての一致ステートメントに
対して論理 OR を実行するには、match-anyキーワードを使
用します。この場合は、1 つまたは複数の一致条件と一致す
る必要があります。

• class-map-nameには、クラス マップの名前を指定します。

match-all または match-any のどちらのキーワードも指定しない
場合、デフォルトは match-allです。

（注） 各クラス マップで使用できるmatchコマンドは 1 つのみ
です。このため、match-allおよび match-anyキーワード
のどちらを指定しても機能は変わりません。

ステップ 4 match {access-group acl-index-or-name | 
ip dscp dscp-list | ip precedence 
ip-precedence-list}

トラフィックを分類する一致条件を定義します。

デフォルトで、一致条件は定義されていません。

各クラス マップで使用できる一致条件および ACL は、それぞれ
1 つのみです。

• access-group acl-index-or-name を指定する場合は、ステップ
2 で作成した ACL の番号または名前を指定します。

• ip dscp dscp-listを指定する場合は、着信パケットと比較する
IP DSCP 値を 8 個まで入力します。各値はスペースで区切り
ます。指定できる範囲は 0 ～ 63 です。

• ip precedence ip-precedence-listを指定する場合は、着信パケッ
トと比較する IP precedence 値を 8 個まで入力します。各値は
スペースで区切ります。指定できる範囲は 0 ～ 7 です。

ステップ 5 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 show class-map 設定を確認します。

ステップ 7 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明
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次に、class1という名前のクラス マップを設定する例を示します。class1にはアクセス リスト 103
という一致条件が 1 つ設定されています。このクラス マップによって、任意のホストから任意の宛
先へのトラフィック（DSCP 値は 10）が許可されます。

Switch(config)# access-list 103 permit any any dscp 10
Switch(config)# class-map class1
Switch(config-cmap)# match access-group 103
Switch(config-cmap)# end
Switch#

次に、DSCP 値が 10、11、12 である着信トラフィックとの一致を調べる、class2という名前のクラ
ス マップを作成する例を示します。

Switch(config)# class-map class2
Switch(config-cmap)# match ip dscp 10 11 12
Switch(config-cmap)# end
Switch#

次に、IP precedence 値が 5、6、7 である着信トラフィックとの一致を調べる、class3という名前の
クラス マップを作成する例を示します。

Switch(config)# class-map class3
Switch(config-cmap)# match ip precedence 5 6 7 
Switch(config-cmap)# end
Switch#

ポリシー マップによる物理ポート上のトラフィックの分類、ポリシング、およびマーキング

物理ポートに非階層型ポリシー マップを設定することにより、処理対象のトラフィック クラスを
指定できます。トラフィック クラスの CoS 値、DSCP 値、または IP precedence 値を信頼するアク
ション、トラフィック クラスに特定の DSCP 値または IP precedence 値を設定するアクション、お
よび一致した各トラフィック クラス（ポリサー）のトラフィック帯域幅の制限やトラフィックが不
適合（マーキング）になったときの対処法を指定するアクションなどを指定できます。

ポリシー マップには次の特徴もあります。

• ポリシー マップには、それぞれ異なる一致条件およびポリサーが指定された、複数のクラス ス
テートメントを追加できます。

• ポートを通じて受信されるトラフィック タイプごとに、個別のポリシー マップ クラスを設定
できます。

• ポリシー マップの信頼状態およびポートの信頼状態はどちらか一方のみを設定することがで
き、最後に設定された方が有効となります。

物理ポートにポリシー マップの設定を行うときは、次の注意事項に従ってください。

• 1 つの入力ポートに付加できるポリシー マップは、1 つに限られます。

• mls qos map ip-prec-dscp dscp1...dscp8グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して
IP precedence/DSCP マップを設定する場合、設定は IP precedence 値を信頼するように設定され
た入力インターフェイス上のパケットにのみ影響します。ポリシー マップでは、 
set ip precedence new-precedence ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション コマンドを使
用してパケット IP precedence 値を新しい値に設定した場合、出力 DSCP 値は IP precedence/DSCP
マップの影響を受けません。出力 DSCP 値を入力値と異なる値にしたい場合は、
set dscp new-dscpポリシー マップ クラス コンフィギュレーション コマンドを使用します。

• Cisco IOS Release 12.2(25)SE 以降では、set ip dscp コマンドを使用すると、スイッチがスイッチ
設定でこのコマンドを set dscp に変更します。

• Cisco IOS Release 12.2(25)SEC 以降では、set ip precedence コマンドまたは set precedence コマン
ドを使用し、パケットの IP precedence 値を新しい値に設定できます。この設定は、スイッチ設
定で set ip precedenceとして表示されます。
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• Cisco IOS Release 12.2(25)SED 以降では、ポートに対して定義された各クラスごとに、独立した
第 2 レベルのポリシー マップを設定できます。第 2 レベルのポリシー マップは、各トラフィッ
ク クラスに対するポリシング アクションを指定します。階層型ポリシー マップを設定するに
は、「階層型ポリシー マップによる SVI 上のトラフィックの分類、ポリシング、およびマーキ
ング」（p.33-52）を参照してください。

（注） 10 ギガビット イーサネット インターフェイスは、ポリシー マップを使用したポリシングをサポー
トしません。

非階層型ポリシー マップを作成するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 class-map [match-all | match-any] 
class-map-name

クラス マップを作成し、クラス マップ コンフィギュレーション
モードを開始します。

デフォルトでは、クラス マップは定義されていません。

• （任意）このクラス マップのすべての一致ステートメントに対
して論理 AND を実行するには、match-all キーワードを使用し
ます。この場合は、クラス マップ内のすべての一致条件と一致
する必要があります。

• （任意）このクラス マップのすべての一致ステートメントに対
して論理 OR を実行するには、match-anyキーワードを使用しま
す。この場合は、1 つまたは複数の一致条件と一致する必要が
あります。

• class-map-nameには、クラス マップの名前を指定します。

match-allまたはmatch-anyのどちらのキーワードも指定しない場合、
デフォルトはmatch-allです。

（注） 各クラス マップで使用できる matchコマンドは 1 つのみで
す。このため、match-all および match-any キーワードのど
ちらを指定しても機能は変わりません。

ステップ 3 policy-map policy-map-name ポリシー マップ名を入力してポリシー マップを作成し、ポリシー
マップ コンフィギュレーション モードを開始します。

デフォルトでは、ポリシー マップは定義されていません。

ポリシー マップのデフォルトの動作では、パケットが IP パケット
の場合、DSCP が 0 に、パケットがタグ付きの場合、CoS が 0 に設
定されます。ポリシングは実行されません。

ステップ 4 class class-map-name トラフィック分類を定義し、ポリシー マップ クラス コンフィギュ
レーション モードを開始します。

デフォルトでは、ポリシー マップのクラス マップは定義されていま
せん。

class-mapグローバル コンフィギュレーション コマンドによってト
ラフィック クラスがすでに定義されている場合は、このコマンドの
class-map-nameに、その名前を指定します。
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ステップ 5 trust [cos | dscp | ip-precedence] CoS ベースまたは DSCP ベースの QoS ラベルを生成するために QoS
が使用する信頼状態を設定します。

（注） このコマンドと setコマンドの両方を、同じポリシー マップ
内で設定することはできません。trust コマンドを入力する
場合は、ステップ 6 に進みます。

デフォルトでは、ポートの信頼状態は untrusted です。このコマンド
を入力するときにキーワードを指定しないと、デフォルトは dscpに
なります。

キーワードの意味は次のとおりです。

• cos ― QoS は受信した CoS 値またはデフォルトのポート CoS
値、および CoS/DSCP マップを使用して、DSCP 値を取得します。

• dscp ― QoS は入力パケットの DSCP 値を使用して、DSCP 値を
取得します。タグ付きの非 IP パケットの場合、QoS は受信した
CoS 値を使用して DSCP 値を取得します。タグなしの非 IP パ
ケットの場合、QoS はデフォルトのポート CoS 値を使用して
DSCP 値を取得します。いずれの場合も、DSCP 値は CoS/DSCP
マップから取得されます。

• ip-precedence ― QoS は入力パケットの IP precedence 値および
IP precedence/DSCP マップを使用して、DSCP 値を取得します。
タグ付きの非 IP パケットの場合、QoS は受信した CoS 値を使用
して DSCP 値を取得します。タグなしの非 IP パケットの場合、
QoS はデフォルトのポート CoS 値を使用して DSCP 値を取得し
ます。いずれの場合も、DSCP 値は CoS/DSCP マップから取得
されます。

詳細については、「CoS/DSCP マップの設定」（p.33-61）を参照して
ください。

ステップ 6 set {dscp new-dscp | ip precedence 
new-precedence}

パケットに新しい値を設定し、IP トラフィックを分類します。

• dscp new-dscpを指定する場合は、分類されるトラフィックに割
り当てる新しい DSCP 値を入力します。指定できる範囲は 0 ～
63 です。

• ip precedence new-precedence を指定する場合は、分類されるト
ラフィックに割り当てる新しい IP precedence 値を入力します。
指定できる範囲は 0 ～ 7 です。

コマンド 説明
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既存のポリシー マップを削除するには、no policy-map policy-map-name グローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。既存のクラス マップを削除するには、no class class-map-name
ポリシー マップ コンフィギュレーション コマンドを使用します。信頼できない状態に戻すには、
no trustポリシーマップ コンフィギュレーション コマンドを使用します。割り当てられた DSCP 値
または IP precedence 値を削除するには、no set {dscp new-dscp | ip precedence new-precedence}ポリ
シーマップ コンフィギュレーション コマンドを使用します。既存のポリサーを削除するには、no
police rate-bps burst-byte [exceed-action {drop | policed-dscp-transmit}]ポリシー マップ コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。ポリシー マップとポートの関連付けを解除するには、
no service-policy input policy-map-nameインターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用
します。

ステップ 7 police rate-bps burst-byte 
[exceed-action {drop | 
policed-dscp-transmit}]

分類されたトラフィックのポリサーを定義します。

デフォルトでは、ポリサーは定義されていません。サポートされて

いるポリサーの数については、「標準 QoS 設定時の注意事項」
（p.33-33）を参照してください。

• rate-bpsには、平均トラフィック レートをビット /秒単位で指定
します。指定できる範囲は 8000 ～ 1000000000 です。

• burst-byte には、標準バースト サイズをバイト単位で指定しま
す。指定できる範囲は 8000 ～ 1000000 です。

• （任意）レートを超えた場合の対処方法を指定します。パケット
を廃棄するには、exceed-action drop キーワードを使用します。
（ポリシング設定 DSCP マップを使用して）DSCP 値をマークダ
ウンし、パケットを送信するには、

exceed-action policed-dscp-transmit キーワードを使用します。詳
細については、「ポリシング設定 DSCP マップの設定」（p.33-64）
を参照してください。

ステップ 8 exit ポリシー マップ コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 9 exit グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 10 interface interface-id ポリシー マップを付加するポートを指定し、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。

有効なインターフェイスは物理ポートなどです。

ステップ 11 service-policy input policy-map-name ポリシーマップ名を指定し、入力ポートに適用します。

入力ポートごとに、サポートされるポリシー マップは 1 つのみです。

ステップ 12 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 13 show policy-map [policy-map-name 
[class class-map-name]]

設定を確認します。

ステップ 14 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明
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次に、ポリシー マップを作成し、入力ポートに付加する例を示します。この設定の場合、IP 標準
ACL はネットワーク 10.1.0.0 からのトラフィックを許可します。この分類と一致するトラフィック
の場合、着信パケットの DSCP 値は信頼されます。一致したトラフィックが平均トラフィック レー
ト（48000 bps）および標準バースト サイズ（8000 バイト）を超えた場合、（ポリシング設定 DSCP
マップに基づいて）DSCP がマークダウンされて送信されます。

Switch(config)# access-list 1 permit 10.1.0.0 0.0.255.255
Switch(config)# class-map ipclass1
Switch(config-cmap)# match access-group 1
Switch(config-cmap)# exit
Switch(config)# policy-map flow1t
Switch(config-pmap)# class ipclass1
Switch(config-pmap-c)# trust dscp
Switch(config-pmap-c)# police 1000000 8000 exceed-action policed-dscp-transmit
Switch(config-pmap-c)# exit
Switch(config-pmap)# exit
Switch(config)# interface gigabitethernet2/0/1
Switch(config-if)# service-policy input flow1t

次に、2 つの許可ステートメントを指定してレイヤ 2 MAC ACL を作成し、入力ポートに付加する
例を示します。最初の許可ステートメントでは、MAC アドレスが 0001.0000.0001 であるホストか
ら、MAC アドレスが 0002.0000.0001 であるホストへのトラフィックが許可されます。2 番めの許可
ステートメントでは、MAC アドレスが 0001.0000.0002 であるホストから、MAC アドレスが 
0002.0000.0002 であるホストへの、EtherType が XNS-IDP のトラフィックのみが許可されます。

Switch(config)# mac access-list extended maclist1
Switch(config-ext-mac)# permit 0001.0000.0001 0.0.0 0002.0000.0001 0.0.0
Switch(config-ext-mac)# permit 0001.0000.0002 0.0.0 0002.0000.0002 0.0.0 xns-idp
Switch(config-ext-mac)# exit
Switch(config)# mac access-list extended maclist2
Switch(config-ext-mac)# permit 0001.0000.0003 0.0.0 0002.0000.0003 0.0.0
Switch(config-ext-mac)# permit 0001.0000.0004 0.0.0 0002.0000.0004 0.0.0 aarp
Switch(config-ext-mac)# exit
Switch(config)# class-map macclass1
Switch(config-cmap)# match access-group maclist1
Switch(config-cmap)# exit
Switch(config)# policy-map macpolicy1
Switch(config-pmap)# class macclass1
Switch(config-pmap-c)# set dscp 63
Switch(config-pmap-c)# exit
Switch(config-pmap)# class macclass2 maclist2
Switch(config-pmap-c)# set dscp 45
Switch(config-pmap-c)# exit
Switch(config-pmap)# exit
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# mls qos trust cos
Switch(config-if)# service-policy input macpolicy1

階層型ポリシー マップによる SVI 上のトラフィックの分類、ポリシング、およびマーキング

Cisco IOS Release 12.2(25)SE 以降では、SVI に階層型ポリシー マップを設定できます。階層型ポリ
シングは、VLAN レベルとインターフェイスレベルのポリシー マップを結合し、単一のポリシー
マップを作成します。

VLAN レベル ポリシー マップは、SVI 上で処理対象となるトラフィック クラスを指定します。ア
クションには、CoS、DSCP、または IP precedence 値を信頼するかどうかの設定、あるいはトラフィッ
ク クラスに対する特定の DSCP または IP precedence 値の設定が含まれます。インターフェイス レ
ベルのポリシー マップを使用して、個別ポリサーに影響される物理ポートを指定します。
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（注） 10 ギガビット イーサネット インターフェイスは、ポリシー マップを使用したポリシングをサポー
トしません。

階層型ポリシー マップの設定を行うときは、次の注意事項に従ってください。

• 階層型ポリシー マップを設定する前に、ポリシー マップのインターフェイスレベルで指定さ
れる物理ポート上で、VLAN ベースの QoS をイネーブルにする必要があります。

• 1 つの入力ポートまたは SVI に付加できるポリシー マップは、1 つに限られます。

• ポリシー マップには、それぞれ異なる一致条件およびアクションが指定された、複数のクラス
ステートメントを設定できます。

• SVI 上で受信されるトラフィック タイプごとに、個別のポリシー マップ クラスを設定できま
す。

• ポリシー マップの信頼状態およびポートの信頼状態はどちらか一方のみを設定することがで
き、最後に設定された方が有効となります。

• mls qos map ip-prec-dscp dscp1...dscp8グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して
IP precedence/DSCP マップを設定する場合、設定は IP precedence 値を信頼するように設定され
た入力インターフェイス上のパケットにのみ影響します。ポリシー マップでは、 
set ip precedence new-precedence ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション コマンドを使
用してパケット IP precedence 値を新しい値に設定した場合、出力 DSCP 値は IP precedence/DSCP
マップの影響を受けません。出力 DSCP 値を入力値と異なる値にしたい場合は、
set dscp new-dscpポリシー マップ クラス コンフィギュレーション コマンドを使用します。

• Cisco IOS Release 12.2(25)SE 以降では、set ip dscp コマンドを使用すると、スイッチ設定によ
り、このコマンドが set dscp に変更されます。set ip dscp コマンドを入力すると、この設定は
スイッチ設定で set dscpとして表示されます。

• Cisco IOS Release 12.2(25)SEC 以降では、set ip precedence コマンドまたは set precedence コマン
ドを使用し、パケット IP precedence 値を新しい値に設定できます。この設定は、スイッチ設定
で set ip precedenceとして表示されます。

• VLAN ベース QoS がイネーブルの場合、階層型ポリシー マップは前に設定されたポートベー
スのポリシー マップより優先されます。

• 階層型ポリシー マップは SVI に付加され、VLAN に所属するすべてのトラフィックに影響を及
ぼします。VLAN レベルのポリシー マップで指定されるアクションは、SVI に所属するトラ
フィックに影響を及ぼします。ポート レベル ポリシー マップで指定されるポリシング アク
ションは、関連する物理インターフェイスの入力トラフィックに影響を及ぼします。

• トランク ポート上で階層型ポリシー マップを設定する場合、VLAN 範囲は重複することはで
きません。VLAN 範囲が重複すると、ポリシー マップで指定されたアクションは重複した
VLAN 上の着信および発信トラフィックに影響を及ぼします。

• 階層型ポリシー マップでは、集約ポリサーをサポートしません。

• VLAN ベース QoS がイネーブルの場合は、スイッチは VLAN マップなどの VLAN ベースの機
能をサポートします。

• 階層型ポリシー マップを設定できるのは、プライベート VLAN のプライマリ VLAN に対して
のみです。

• VLAN ベース QoS をイネーブルにして、スイッチ スタックに階層型ポリシー マップを設定す
る場合に、スタックの設定を変更すると、次のアクションが自動的に実行されます。

－ 新しいスタック マスターが選択されると、スタック マスターは自身の適用可能なすべての
インターフェイス上でこれらの機能を再度イネーブルにして、再設定します。

－ 新しいスタック メンバーが追加されると、スタック マスターはスタック メンバーの適用
可能なすべてのポート上でこれらの機能を再度イネーブルにして、再設定します。

－ スイッチ スタックをマージすると、新しいスタック マスターは新しいスタック上のスイッ
チでこれらの機能を再度イネーブルにして、再設定します。
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－ スイッチ スタックが 2 つ以上のスイッチ スタックに分割されると、各スイッチ スタック
のスタック マスターは、スタック マスターを含むスタック メンバーの適用可能なすべて
のインターフェイス上でこの機能を再度イネーブルにして、再設定します。

階層型ポリシー マップを作成するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 class-map [match-all | match-any] 
class-map-name

VLAN レベルのクラス マップを作成し、クラス マップ コンフィ
ギュレーション モードを開始します。クラス マップの作成につ
いては、「クラス マップによるトラフィックの分類」（p.33-46）を
参照してください。

デフォルトでは、クラス マップは定義されていません。

• （任意）このクラス マップのすべての一致ステートメントに
対して論理 AND を実行するには、match-allキーワードを使
用します。この場合は、クラス マップ内のすべての一致条
件と一致する必要があります。

• （任意）このクラス マップのすべての一致ステートメントに
対して論理 OR を実行するには、match-anyキーワードを使
用します。この場合は、1 つまたは複数の一致条件と一致す
る必要があります。

• class-map-nameには、クラス マップの名前を指定します。

match-all または match-any のどちらのキーワードも指定しない
場合、デフォルトは match-allです。

（注） 各クラス マップで使用できるmatchコマンドは 1 つのみ
です。このため、match-allおよび match-anyキーワード
のどちらを指定しても機能は変わりません。

ステップ 3 match {access-group acl-index-or-name | 
ip dscp dscp-list | ip precedence 
ip-precedence-list}

トラフィックを分類する一致条件を定義します。

デフォルトで、一致条件は定義されていません。

各クラス マップで使用できる一致条件および ACL は、それぞれ
1 つのみです。

• access-group acl-index-or-nameを指定する場合は、ACL の番
号または名前を指定します。

• ip dscp dscp-listを指定する場合は、着信パケットと比較する
IP DSCP 値を 8 個まで入力します。各値はスペースで区切り
ます。指定できる範囲は 0 ～ 63 です。

• ip precedence ip-precedence-listを指定する場合は、着信パケッ
トと比較する IP precedence 値を 8 個まで入力します。各値は
スペースで区切ります。指定できる範囲は 0 ～ 7 です。

ステップ 4 exit クラス マップ コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 5 exit グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。
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ステップ 6 class-map [match-all | match-any] 
class-map-name

インターフェイスレベルのクラス マップを作成し、クラス マッ
プ コンフィギュレーション モードを開始します。

デフォルトでは、クラス マップは定義されていません。

• （任意）このクラス マップのすべての一致ステートメントに
対して論理 AND を実行するには、match-allキーワードを使
用します。この場合は、クラス マップ内のすべての一致条
件と一致する必要があります。

• （任意）このクラス マップのすべての一致ステートメントに
対して論理 OR を実行するには、match-anyキーワードを使
用します。この場合は、1 つまたは複数の一致条件と一致す
る必要があります。

• class-map-nameには、クラス マップの名前を指定します。

match-all または match-any のどちらのキーワードも指定しない
場合、デフォルトは match-allです。

（注） 各クラス マップで使用できるmatchコマンドは 1 つのみ
です。このため、match-allおよび match-anyキーワード
のどちらを指定しても機能は変わりません。

ステップ 7 match input-interface interface-id-list インターフェイスレベルのクラス マップを適用する物理ポート
を指定します。指定できるポートは最大 6 つまでで、次のように
カウントされます。

• 単一のポート（1 つのエントリとしてカウント）

• スペースで区切られたポートのリスト（各ポートは 1 つのエ
ントリとしてカウント）

• ハイフンで区切られたポート範囲（2 つのエントリとしてカ
ウント）

ステップ 8 exit クラス マップ コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 9 exit グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 10 policy-map policy-map-name ポリシー マップ名を入力してインターフェイスレベルのポリ
シー マップを作成し、ポリシー マップ コンフィギュレーション
モードを開始します。

デフォルトではポリシー マップは定義されてないため、ポリシ
ングは実行されません。

ステップ 11 class-map class-map-name インターフェイスレベルのトラフィック分類を定義し、ポリシー

マップ コンフィギュレーション モードを開始します。

デフォルトでは、ポリシー マップのクラス マップは定義されて
いません。

class-mapグローバル コンフィギュレーション コマンドによって
トラフィック クラスがすでに定義されている場合は、このコマ
ンドの class-map-nameに、その名前を指定します。

コマンド 説明
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ステップ 12 police rate-bps burst-byte [exceed-action 
{drop | policed-dscp-transmit}]

分類されたトラフィックの個別ポリサーを定義します。

デフォルトでは、ポリサーは定義されていません。サポートされ

ているポリサーの数については、「標準 QoS 設定時の注意事項」
（p.33-33）を参照してください。

• rate-bpsには、平均トラフィック レートをビット /秒単位で
指定します。指定できる範囲は 8000 ～ 1000000000 です。

• burst-byte には、標準バースト サイズをバイト単位で指定し
ます。指定できる範囲は 8000 ～ 1000000 です。

• （任意）レートを超えた場合の対処方法を指定します。パケッ
トを廃棄するには、exceed-action drop キーワードを使用し
ます。（ポリシング設定 DSCP マップを使用して）DSCP 値
をマークダウンし、パケットを送信するには、exceed-action
policed-dscp-transmit キーワードを使用します。詳細につい
ては、「ポリシング設定 DSCP マップの設定」（p.33-64）を参
照してください。

ステップ 13 exit ポリシー マップ コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 14 exit グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 15 policy-map policy-map-name ポリシー マップ名を入力して VLAN レベルのポリシー マップを
作成し、ポリシー マップ コンフィギュレーション モードを開始
します。

デフォルトでは、ポリシー マップは定義されていません。

ポリシー マップのデフォルトの動作では、パケットが IP パケッ
トの場合、DSCP が 0 に、パケットがタグ付きの場合、CoS が 0
に設定されます。ポリシングは実行されません。

ステップ 16 class class-map-name VLAN レベルのトラフィック分類を定義し、ポリシー マップ ク
ラス コンフィギュレーション モードを開始します。

デフォルトでは、ポリシー マップのクラス マップは定義されて
いません。

class-mapグローバル コンフィギュレーション コマンドによって
トラフィック クラスがすでに定義されている場合は、このコマ
ンドの class-map-nameに、その名前を指定します。

コマンド 説明
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ステップ 17 trust [cos | dscp | ip-precedence] CoS ベースまたは DSCP ベースの QoS ラベルを生成するために
QoS が使用する信頼状態を設定します。

（注） このコマンドとsetコマンドの両方を、同じポリシー マッ
プ内で設定することはできません。trustコマンドを入力
する場合は、ステップ 18 を省略してください。

デフォルトでは、ポートの信頼状態は untrusted です。このコマ
ンドを入力するときにキーワードを指定しないと、デフォルトは

dscpになります。

キーワードの意味は次のとおりです。

• cos ― QoS は受信した CoS 値またはデフォルトのポート CoS
値、および CoS/DSCP マップを使用して、DSCP 値を取得し
ます。

• dscp ― QoS は入力パケットの DSCP 値を使用して、DSCP 値
を取得します。タグ付きの非 IP パケットの場合、QoS は受
信した CoS 値を使用して DSCP 値を取得します。タグなし
の非 IP パケットの場合、QoS はデフォルトのポート CoS 値
を使用して DSCP 値を取得します。いずれの場合も、DSCP
値は CoS/DSCP マップから取得されます。

• ip-precedence ― QoS は入力パケットの IP precedence 値およ
び IP precedence/DSCP マップを使用して、DSCP 値を取得し
ます。タグ付きの非 IP パケットの場合、QoS は受信した CoS
値を使用して DSCP 値を取得します。タグなしの非 IP パケッ
トの場合、QoS はデフォルトのポート CoS 値を使用して
DSCP 値を取得します。いずれの場合も、DSCP 値は 
CoS/DSCP マップから取得されます。

詳細については、「CoS/DSCP マップの設定」（p.33-61）を参照し
てください。

ステップ 18 set {dscp new-dscp | ip precedence 
new-precedence}

パケットに新しい値を設定し、IP トラフィックを分類します。

• dscp new-dscpを指定する場合は、分類されるトラフィックに
割り当てる新しい DSCP 値を入力します。指定できる範囲は
0 ～ 63 です。

• ip precedence new-precedenceを指定する場合は、分類される
トラフィックに割り当てる新しい IP precedence 値を入力し
ます。指定できる範囲は 0 ～ 7 です。

ステップ 19 service-policy policy-map-name インターフェイスレベルのポリシーマップ名（ステップ 10 で使
用）を指定して、VLAN レベルのポリシー マップに対応付けま
す。

VLAN レベル ポリシー マップで複数のクラスを指定する場合
は、Cisco IOS Release 12.2(25)SED 以降では、各クラスに異なる
service-policy policy-map-name コマンドを指定できます。

ステップ 20 exit ポリシー マップ コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 21 exit グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 22 interface interface-id 階層型ポリシー マップを付加する SVI を指定し、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。

コマンド 説明
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既存のポリシー マップを削除するには、no policy-map policy-map-name グローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。既存のクラス マップを削除するには、no class class-map-name
ポリシー マップ コンフィギュレーション コマンドを使用します。

ポリシー マップで信頼状態を untrusted に戻すには、no trustポリシーマップ コンフィギュレーショ
ン コマンドを使用します。割り当てられた DSCP 値または IP precedence 値を削除するには、no set
{dscp new-dscp | ip precedence new-precedence}ポリシーマップ コンフィギュレーション コマンドを
使用します。

インターフェイスレベルのポリシー マップの既存のポリサーを削除するには、no police rate-bps
burst-byte [exceed-action {drop | policed-dscp-transmit}]ポリシー マップ コンフィギュレーション コ
マンドを使用します。階層型ポリシー マップとポートの関連付けを解除するには、no service-policy
input policy-map-nameインターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。

次に、階層型ポリシー マップの作成方法を示します。

Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#access-list 101 permit ip any any 
Switch(config)#class-map cm-1 
Switch(config-cmap)#match access 101 
Switch(config-cmap)#exit 
Switch(config)#exit 
Switch#
Switch# 

ステップ 23 service-policy input policy-map-name VLAN レベルのポリシーマップ名を指定し、これを SVI に適用
します。前の手順およびこのコマンドを繰り返し、他の SVI にこ
のポリシー マップを適用します。

階層型 VLAN レベルのポリシー マップに複数のインターフェイ
スレベルのポリシー マップがある場合は、すべてのクラス マッ
プは、service-policy policy-map-name コマンドで指定された同一
の VLAN レベルのポリシー マップに対して設定する必要があり
ます。

ステップ 24 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 25 show policy-map [policy-map-name [class
class-map-name]]

または

show mls qos vlan-based

設定を確認します。

ステップ 26 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明
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次に、新しいマップを SVI に接続する例を示します。

Switch#configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#class-map cm-interface-1
Switch(config-cmap)#match input g3/0/1 - g3/0/2 
Switch(config-cmap)#exit
Switch(config)#policy-map port-plcmap 
Switch(config-pmap)#class-map cm-interface-1 
Switch(config-pmap-c)#police 900000 9000 exc policed-dscp-transmit 
Switch(config-pmap-c)#exit 
Switch(config-pmap)#exit
Switch(config)#policy-map vlan-plcmap 
Switch(config-pmap)#class-map cm-1 
Switch(config-pmap-c)#set dscp 7 
Switch(config-pmap-c)#service-policy port-plcmap-1 
Switch(config-pmap-c)#exit 
Switch(config-pmap)#class-map cm-2
Switch(config-pmap-c)#match ip dscp 2
Switch(config-pmap-c)#service-policy port-plcmap-1
Switch(config-pmap)#exit
Switch(config-pmap)#class-map cm-3
Switch(config-pmap-c)#match ip dscp 3
Switch(config-pmap-c)#service-policy port-plcmap-2
Switch(config-pmap)#exit
Switch(config-pmap)#class-map cm-4
Switch(config-pmap-c)#trust dscp 
Switch(config-pmap)#exit
Switch(config)#interface vlan 10
Switch(config-if)# 
Switch(config-if)#ser input vlan-plcmap 
Switch(config-if)#exit 
Switch(config)#exit 
Switch#

集約ポリサーによるトラフィックの分類、ポリシング、およびマーキング

集約ポリサーを使用すると、同じポリシー マップ内の複数のトラフィック クラスで共有されるポ
リサーを作成できます。ただし、集約ポリサーを複数の異なるポリシー マップまたはポートには使
用できません。

集約ポリサーは、物理ポート上の非階層型ポリシー マップでのみ設定できます。

（注） 10 ギガビット イーサネット インターフェイスは集約ポリサーを使用したポリシングをサポートし
ません。

集約ポリサーを作成するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。
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コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 mls qos aggregate-policer 
aggregate-policer-name rate-bps 
burst-byte exceed-action {drop | 
policed-dscp-transmit}

同じポリシー マップ内の複数のトラフィック クラスに適用できる
ポリサー パラメータを定義します。

デフォルトで、集約ポリサーは定義されていません。サポートされ

ているポリサーの数については、「標準 QoS 設定時の注意事項」
（p.33-33）を参照してください。

• aggregate-policer-nameには、集約ポリサーの名前を指定します。

• rate-bpsには、平均トラフィック レートをビット /秒単位で指定
します。指定できる範囲は 8000 ～ 1000000000 です。

• burst-byte には、標準バースト サイズをバイト単位で指定しま
す。指定できる範囲は 8000 ～ 1000000 です。

• レートを超過した場合の対処方法を指定します。パケットを廃

棄するには、exceed-action drop キーワードを使用します。（ポ
リシング設定 DSCP マップを使用して）DSCP 値をマークダウ
ンし、パケットを送信するには、

exceed-action policed-dscp-transmit キーワードを使用します。詳
細については、「ポリシング設定 DSCP マップの設定」（p.33-64）
を参照してください。

ステップ 3 class-map [match-all | match-any] 
class-map-name

必要に応じて、トラフィックを分類するクラス マップを作成しま
す。詳細については、「クラス マップによるトラフィックの分類」
（p.33-46）を参照してください。

ステップ 4 policy-map policy-map-name ポリシー マップ名を入力してポリシー マップを作成し、ポリシー
マップ コンフィギュレーション モードを開始します。

詳細については、「ポリシー マップによる物理ポート上のトラ
フィックの分類、ポリシング、およびマーキング」（p.33-48）を参照
してください。

ステップ 5 class class-map-name トラフィック分類を定義し、ポリシー マップ クラス コンフィギュ
レーション モードを開始します。

詳細については、「ポリシー マップによる物理ポート上のトラ
フィックの分類、ポリシング、およびマーキング」（p.33-48）を参照
してください。

ステップ 6 police aggregate 
aggregate-policer-name

同じポリシー マップの複数のクラスに集約ポリサーを適用します。

aggregate-policer-nameには、ステップ 2 で指定した名前を入力しま
す。

ステップ 7 exit グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 8 interface interface-id ポリシー マップを付加するポートを指定し、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。

有効なインターフェイスは物理ポートなどです。

ステップ 9 service-policy input policy-map-name ポリシーマップ名を指定し、入力ポートに適用します。

入力ポートごとに、サポートされるポリシー マップは 1 つのみです。

ステップ 10 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 11 show mls qos aggregate-policer 
[aggregate-policer-name]

設定を確認します。

ステップ 12 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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指定した集約ポリサーをポリシー マップから削除するには、
no police aggregate aggregate-policer-nameポリシー マップ コンフィギュレーション モードを使用し
ます。集約ポリサーおよびそのパラメータを削除するには、no mls qos aggregate-policer 
aggregate-policer-nameグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

次に、集約ポリサーを作成し、ポリシー マップ内の複数のクラスに付加する例を示します。この設
定で、IP ACL はネットワーク 10.1.0.0 およびホスト 11.3.1.1 からのトラフィックを許可します。ネッ
トワーク 10.1.0.0 からのトラフィックの場合、着信パケットの DSCP は信頼されます。ホスト
11.3.1.1 からのトラフィックの場合、パケットの DSCP は 56 に変更されます。ネットワーク 10.1.0.0
およびホスト 11.3.1.1 からのトラフィック レートには、ポリシーが設定されます。トラフィックが
平均 レート（48000 bps）および標準バースト サイズ（8000 バイト）を超えた場合、（ポリシング
設定 DSCP マップに基づいて）DSCP がマークダウンされて転送されます。ポリシー マップは入力
ポートに付加されます。

Switch(config)# access-list 1 permit 10.1.0.0 0.0.255.255
Switch(config)# access-list 2 permit 11.3.1.1
Switch(config)# mls qos aggregate-police transmit1 48000 8000 exceed-action 
policed-dscp-transmit
Switch(config)# class-map ipclass1
Switch(config-cmap)# match access-group 1
Switch(config-cmap)# exit
Switch(config)# class-map ipclass2
Switch(config-cmap)# match access-group 2
Switch(config-cmap)# exit
Switch(config)# policy-map aggflow1
Switch(config-pmap)# class ipclass1
Switch(config-pmap-c)# trust dscp
Switch(config-pmap-c)# police aggregate transmit1
Switch(config-pmap-c)# exit
Switch(config-pmap)# class ipclass2
Switch(config-pmap-c)# set dscp 56
Switch(config-pmap-c)# police aggregate transmit1
Switch(config-pmap-c)# exit
Switch(config-pmap)# exit
Switch(config)# interface gigabitethernet2/0/1
Switch(config-if)# service-policy input aggflow1
Switch(config-if)# exit

DSCP マップの設定
ここでは、次の設定について説明します。

• CoS/DSCP マップの設定（p.33-61）（任意）

• IP precedence/DSCP マップの設定（p.33-63）（任意）

• ポリシング設定 DSCP マップの設定（p.33-64）（任意、マップの空の設定が不適切でない場合）

• DSCP/CoS マップの設定（p.33-65）（任意）

• DSCP/DSCP 変換マップの設定（p.33-66）（任意、マップの空の設定が不適切でない場合）

DSCP/DSCP 変換マップを除くすべてのマップはグローバルに定義され、すべてのポートに適用さ
れます。

CoS/DSCP マップの設定

着信パケットの CoS 値を、トラフィックのプライオリティを表すために QoS で内部的に使用され
る DSCP 値にマッピングするには、CoS/DSCP マップを使用します。

表 33-12にデフォルトの CoS/DSCP マップを示します。
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これらの値がネットワークに適さない場合は、変更する必要があります。

CoS/DSCP マップを変更するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。この手順は
任意です。

デフォルトのマップに戻すには、no mls qos cos-dscpグローバル コンフィギュレーション コマンド
を使用します。

次に、CoS/DSCP マップを変更して表示する例を示します。

Switch(config)# mls qos map cos-dscp 10 15 20 25 30 35 40 45
Switch(config)# end
Switch# show mls qos maps cos-dscp

Cos-dscp map:
        cos:   0  1  2  3  4  5  6  7
     --------------------------------
       dscp:   10 15 20 25 30 35 40 45

表 33-12 デフォルトの CoS/DSCP マップ

CoS 値 DSCP 値

0 0

1 8

2 16

3 24

4 32

5 40

6 48

7 56

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 mls qos map cos-dscp dscp1...dscp8 CoS/DSCP マップを変更します。

dscp1...dscp8には、CoS 値 0 ～ 7 に対応する 8 つの DSCP 値を入力
します。各 DSCP 値はスペースで区切ります。

DSCP の範囲は 0 ～ 63 です。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show mls qos maps cos-dscp 設定を確認します。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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IP precedence/DSCP マップの設定

着信パケットの IP precedence 値を、トラフィックのプライオリティを表すために QoS で内部的に
使用される DSCP 値にマッピングするには、IP precedence/DSCP マップを使用します。

表 33-13に、デフォルトの IP precedence/DSCP マップを示します。

これらの値がネットワークに適さない場合は、変更する必要があります。

IP precedence/DSCP マップを変更するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。こ
の手順は任意です。

デフォルトのマップに戻すには、no mls qos ip-prec-dscpグローバル コンフィギュレーション コマ
ンドを使用します。

次に、IP precedence/DSCP マップを変更して表示する例を示します。

Switch(config)# mls qos map ip-prec-dscp 10 15 20 25 30 35 40 45
Switch(config)# end
Switch# show mls qos maps ip-prec-dscp

IpPrecedence-dscp map:
     ipprec:   0  1  2  3  4  5  6  7
     --------------------------------
       dscp:   10 15 20 25 30 35 40 45

表 33-13 デフォルトの IP Precedence/DSCP マップ

IP precedence 値 DSCP 値

0 0

1 8

2 16

3 24

4 32

5 40

6 48

7 56

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 mls qos map ip-prec-dscp dscp1...dscp8 IP precedence/DSCP マップを変更します。

dscp1...dscp8には、IP precedence 値 0 ～ 7 に対応する 8 つの DSCP
値を入力します。各 DSCP 値はスペースで区切ります。

DSCP の範囲は 0 ～ 63 です。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show mls qos maps ip-prec-dscp 設定を確認します。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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ポリシング設定 DSCP マップの設定

ポリシングおよびマーキング アクションによって得られる新しい値に DSCP 値をマークダウンす
るには、ポリシング設定 DSCP マップを使用します。

デフォルトのポリシング設定 DSCP マップは、着信した DSCP 値を同じ DSCP 値にマッピングする
空のマップです。

ポリシング設定 DSCP マップを変更するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。
この手順は任意です。

デフォルト マップに戻すには、no mls qos policed-dscpグローバル コンフィギュレーション コマン
ドを使用します。

次に、DSCP 50 ～ 57 を、マークダウンされる DSCP 値 0 にマッピングする例を示します。

Switch(config)# mls qos map policed-dscp 50 51 52 53 54 55 56 57 to 0
Switch(config)# end
Switch# show mls qos maps policed-dscp
Policed-dscp map:
     d1 :  d2 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9
     ---------------------------------------
      0 :    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
      1 :    10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
      2 :    20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
      3 :    30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
      4 :    40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
      5 :    00 00 00 00 00 00 00 00 58 59
      6 :    60 61 62 63

（注） このポリシング設定 DSCP マップでは、マークダウンされる DSCP 値が表形式で示されています。
d1 列は元の DSCP の最上位桁、d2 行は元の DSCP の最下位桁を示します。d1 と d2 の交点にある
値が、マークダウンされる値です。たとえば、元の DSCP 値が 53 の場合、マークダウンされる
DSCP 値は 0 です。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 mls qos map policed-dscp dscp-list to 
mark-down-dscp

ポリシング設定 DSCP マップを変更します。

• dscp-listには、最大 8 個の DSCP 値をスペースで区切って入
力します。次に toキーワードを入力します。

• mark-down-dscpには、対応するポリシング設定（マークダウ
ンされる）DSCP 値を入力します。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show mls qos maps policed-dscp 設定を確認します。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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DSCP/CoS マップの設定

4 つの出力キューの 1 つを選択するために使用される CoS 値を生成するには、DSCP/CoS マップを
使用します。

表 33-14にデフォルトの DSCP/CoS マップを示します。

これらの値がネットワークに適さない場合は、変更する必要があります。

DSCP/CoS マップを変更するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。この手順は
任意です。

デフォルトのマップに戻すには、no mls qos dscp-cosグローバル コンフィギュレーション コマンド
を使用します。

次に DSCP 値 0、8、16、24、32、40、48、および 50 を CoS 値 0 にマッピングして、マップを表示
する例を示します。

Switch(config)# mls qos map dscp-cos 0 8 16 24 32 40 48 50 to 0
Switch(config)# end
Switch# show mls qos maps dscp-cos
Dscp-cos map:
     d1 :  d2 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9
     ---------------------------------------
      0 :    00 00 00 00 00 00 00 00 00 01
      1 :    01 01 01 01 01 01 00 02 02 02
      2 :    02 02 02 02 00 03 03 03 03 03
      3 :    03 03 00 04 04 04 04 04 04 04
      4 :    00 05 05 05 05 05 05 05 00 06
      5 :    00 06 06 06 06 06 07 07 07 07
      6 :    07 07 07 07

表 33-14 デフォルトの DSCP/CoS マップ

DSCP 値 CoS 値

0～ 7 0

8～ 15 1

16～ 23 2

24～ 31 3

32～ 39 4

40～ 47 5

48～ 55 6

56～ 63 7

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 mls qos map dscp-cos dscp-list to cos DSCP/CoS マップを変更します。

• dscp-listには、最大 8 個の DSCP 値をスペースで区切って入力し
ます。次に toキーワードを入力します。

• cosには、DSCP 値に対応する CoS 値を入力します。

DSCP の範囲は 0 ～ 63、CoS の範囲は 0 ～ 7 です。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show mls qos maps dscp-to-cos 設定を確認します。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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（注） 上記の DSCP/CoS マップでは、CoS 値が表形式で示されています。d1 列は DSCP の最上位桁、d2
行は DSCP の最下位桁を示します。d1 と d2 の交点にある値が CoS 値です。たとえば、この
DSCP/CoS マップでは、DSCP 値が 8 の場合、対応する CoS 値は 0 です。

DSCP/DSCP 変換マップの設定

2 つの QoS ドメインで異なる DSCP 定義が使用されている場合は、他のドメイン内での定義に合わ
せて一連の DSCP 値を変換する DSCP/DSCP 変換マップを使用します。DSCP/DSCP 変換マップは、
QoS 管理ドメインの境界にある受信ポートに適用されます（入力変換）。

入力変換により、パケットの DSCP 値が新しい DSCP 値で上書きされ、QoS はこの新しい値を使用
してパケットを処理します。スイッチは新しい DSCP 値を使用して、ポートからパケットを送信し
ます。

1 つの入力ポートに複数の DSCP/DSCP 変換マップを設定できます。デフォルトの DSCP/DSCP 変換
マップは、着信した DSCP 値を同じ DSCP 値にマッピングする空のマップです。

DSCP/DSCP 変換マップを変更するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。この
手順は任意です。

デフォルトのマップに戻すには、no mls qos dscp-mutation dscp-mutation-nameグローバル コンフィ
ギュレーション コマンドを使用します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 mls qos map dscp-mutation 
dscp-mutation-name in-dscp to out-dscp

DSCP/DSCP 変換マップを変更します。

• dscp-mutation-nameには、変換マップ名を入力します。新しい名
前を指定することにより、複数のマップを作成できます。

• in-dscpには、最大 8 つの DSCP 値をスペースで区切って入力し
ます。次に toキーワードを入力します。

• out-dscpには、DSCP 値を 1 つ入力します。

DSCP の範囲は 0 ～ 63 です。

ステップ 3 interface interface-id マップを付加するポートを指定し、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。

有効なインターフェイスは物理ポートなどです。

ステップ 4 mls qos trust dscp DSCP を信頼する状態のポートとして、入力ポートを設定します。デ
フォルトでは、ポートの信頼状態は untrusted です。

ステップ 5 mls qos dscp-mutation 
dscp-mutation-name

DSCP を信頼する状態の指定の入力ポートにマップを適用します。

dscp-mutation-nameには、ステップ 2 で指定された変換マップ名を入
力します。

ステップ 6 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 7 show mls qos maps dscp-mutation 設定を確認します。

ステップ 8 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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次に、DSCP/DSCP 変換マップを定義する例を示します。明示的に設定されていないすべてのエン
トリは変更されません（空のマップで指定された値のままです）。

Switch(config)# mls qos map dscp-mutation mutation1 1 2 3 4 5 6 7 to 0
Switch(config)# mls qos map dscp-mutation mutation1 8 9 10 11 12 13 to 10
Switch(config)# mls qos map dscp-mutation mutation1 20 21 22 to 20
Switch(config)# mls qos map dscp-mutation mutation1 30 31 32 33 34 to 30
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# mls qos trust dscp
Switch(config-if)# mls qos dscp-mutation mutation1
Switch(config-if)# end
Switch# show mls qos maps dscp-mutation mutation1
Dscp-dscp mutation map:
   mutation1:
     d1 :  d2 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9
     ---------------------------------------
      0 :    00 00 00 00 00 00 00 00 10 10
      1 :    10 10 10 10 14 15 16 17 18 19
      2 :    20 20 20 23 24 25 26 27 28 29
      3 :    30 30 30 30 30 35 36 37 38 39
      4 :    40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
      5 :    50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
      6 :    60 61 62 63 

（注） 上記の DSCP/DSCP 変換マップでは、変換される値が表形式で示されています。d1 列は元の DSCP
の最上位桁、d2 行は元の DSCP の最下位桁を示します。d1 と d2 の交点の値が、変換値です。たと
えば、DSCP 値が 12 の場合、対応する変換値は 10 です。

入力キューの特性の設定

ネットワークおよび QoS ソリューションが複雑な場合は、次に示す作業をすべて実行しなければな
らない場合があります。次の特性を決定する必要があります。

• 各キューに割り当てるパケット（DSCP または CoS 値を使用）

• 各キューに適用する廃棄スレッシュホールドの割合、および各スレッシュホールドにマッピン

グする CoS または DSCP 値

• 各キューに割り当てる使用可能なバッファ スペース

• 各キューに割り当てる使用可能な帯域幅

• ハイ プライオリティを設定する必要があるトラフィックの有無（音声など）

ここでは、次の設定について説明します。

• 入力キューへの DSCP または CoS 値のマッピングおよび WTD スレッシュホールドの設定
（p.33-68）（任意）

• 各入力キューのバッファ スペースの割り当て（p.33-69）（任意）

• 各入力キューの帯域幅の割り当て（p.33-70）（任意）

• 入力プライオリティ キューの設定（p.33-70）（任意）
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入力キューへの DSCP または CoS 値のマッピングおよび WTD スレッシュホールドの設定

トラフィックにプライオリティを設定するには、特定の DSCP または CoS を持つパケットを特定の
キューに格納し、より低いプライオリティを持つパケットが廃棄されるようにキューのスレッシュ

ホールドを調整します。

DSCP または CoS 値を入力キューにマッピングして、WTD スレッシュホールドを設定するには、イ
ネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。この手順は任意です。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 mls qos srr-queue input dscp-map queue 
queue-id threshold threshold-id 
dscp1...dscp8

または

mls qos srr-queue input cos-map queue 
queue-id threshold threshold-id cos1...cos8

DSCP または CoS 値を入力キューおよびスレッシュホールド ID
にマッピングします。

デフォルトでは、DSCP 値 0 ～ 39 および 48 ～ 63 はキュー 1 お
よびスレッシュホールド 1 にマッピングされます。DSCP 値 40
～ 47 はキュー 2 およびスレッシュホールド 1 にマッピングされ
ます。

デフォルトでは、CoS 値 0 ～ 4、6、および 7 はキュー 1 および
スレッシュホールド 1 にマッピングされます。CoS 値 5 はキュー
2 およびスレッシュホールド 1 にマッピングされます。

• queue-idに使用できる範囲は 1 ～ 2 です。

• threshold-idに使用できる範囲は 1 ～ 3 です。スレッシュホー
ルド 3 の廃棄スレッシュホールドは定義済みであり、キュー
フル ステートに設定されます。

• dscp1...dscp8 には、8 つまでの値を、それぞれスペースで区
切って入力します。指定できる範囲は 0 ～ 63 です。

• cos1...cos8には、8 つまでの値を、それぞれスペースで区切っ
て入力します。指定できる範囲は 0 ～ 7 です。

ステップ 3 mls qos srr-queue input threshold 
queue-id threshold-percentage1 
threshold-percentage2

入力キューに 2 つの WTD スレッシュホールド（スレッシュホー
ルド 1 および 2 用）を割り当てます。デフォルトでは、両方のス
レッシュホールドが 100% に設定されます。

• queue-idに使用できる範囲は 1 ～ 2 です。

• threshold-percentage1 threshold-percentage2 には、1 ～ 100 を
使用します。各値はスペースで区切ります。

各スレッシュホールド値は、キューに割り当てられたキュー記述

子の総数の割合です。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show mls qos maps 設定を確認します。

DSCP 入力キュー スレッシュホールド マップは、表形式で表示
されます。d1 列は DSCP 値の最上位桁、d2 行は DSCP 値の最下
位桁を示します。d1 および d2 値の交点がキュー ID およびスレッ
シュホールド ID です。たとえば、キュー 2 およびスレッシュホー
ルド 1（02-01）のようになります。

CoS 入力キュー スレッシュホールド マップでは、先頭行に CoS
値、および 2 番めの行に対応するキュー ID およびスレッシュ
ホールド ID が示されます。たとえば、キュー 2 およびスレッシュ
ホールド 2（2-2）のようになります。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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デフォルトの CoS 入力キュー スレッシュホールド マップまたはデフォルトの DSCP 入力キュー ス
レッシュホールド マップに戻すには、no mls qos srr-queue input cos-mapまたは no mls qos srr-queue
input dscp-mapグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。デフォルトの WTD ス
レッシュホールドに戻すには、no mls qos srr-queue input threshold queue-id グローバル コンフィ
ギュレーション コマンドを使用します。

次に、DSCP 値 0 ～ 6 を入力キュー 1 およびスレッシュホールド 1（廃棄スレッシュホールドが 50%）
にマッピングする例を示します。DSCP 値 20 ～ 26 は、入力キュー 1 およびスレッシュホールド 2
（廃棄スレッシュホールドが 70%）にマッピングされます。

Switch(config)# mls qos srr-queue input dscp-map queue 1 threshold 1 0 1 2 3 4 5 6
Switch(config)# mls qos srr-queue input dscp-map queue 1 threshold 2 20 21 22 23 24 25 
26
Switch(config)# mls qos srr-queue input threshold 1 50 70

この例では、50% の WTD スレッシュホールドに DSCP 値（0 ～ 6）を割り当て、70% の WTD ス
レッシュホールドに割り当てられた DSCP 値（20 ～ 26）よりも先に廃棄されるように設定してい
ます。

各入力キューのバッファ スペースの割り当て

2 つのキューで入力バッファを分割する比率を定義します（バッファ スペース量を割り当てます）。
バッファ割り当てと帯域幅割り当てにより、パケットを廃棄する前にバッファに格納できるデータ

量を制御します。

各入力キューにバッファを割り当てるには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。こ
の手順は任意です。

デフォルト設定に戻すには、no mls qos srr-queue input buffersグローバル コンフィギュレーション
コマンドを使用します。

次に、バッファ スペースの 60% を入力キュー 1 に、40% を入力キュー 2 に割り当てる例を示します。

Switch(config)# mls qos srr-queue input buffers 60 40

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 mls qos srr-queue input buffers 
percentage1 percentage2

各入力キューにバッファを割り当てます。

デフォルトでは、バッファの 90% がキュー 1 に、残りの 10% が
キュー 2 に割り当てられます。

percentage1 percentage2 の範囲は、0 ～ 100 です。各値はスペー
スで区切ります。

キューが着信バースト トラフィックをすべて処理できるよう
に、バッファを割り当てる必要があります。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show mls qos interface buffer

または

show mls qos input-queue

設定を確認します。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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各入力キューの帯域幅の割り当て

各入力キューに割り当てる使用可能な帯域幅の比率を指定する必要があります。ウェイトの比率

は、SRR スケジューラが各キューからパケットを送信する頻度の比率です。帯域幅割り当てとバッ
ファ割り当てにより、パケットを廃棄する前にバッファに格納できるデータ量を制御します。入力

キューで SRR が動作するのは、共有モードの場合のみです。

各入力キューに帯域幅を割り当てるには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。この
手順は任意です。

デフォルト設定に戻すには、no mls qos srr-queue input bandwidthグローバル コンフィギュレーショ
ン コマンドを使用します。

次に、キューに入力帯域幅を割り当てる例を示します。プライオリティ キューはディセーブルで
す。キュー 1 に割り当てられた共有帯域幅の比率は 25/（25 ＋ 75）、キュー 2 の比率は 75/（25 ＋
75）です。

Switch(config)# mls qos srr-queue input priority-queue 2 bandwidth 0
Switch(config)# mls qos srr-queue input bandwidth 25 75

入力プライオリティ キューの設定

プライオリティ キューは、迅速な処理が必要なトラフィック（遅延およびジッタを最小にしなけれ
ばならない音声トラフィックなど）にのみ使用する必要があります。

プライオリティ キューは、オーバーサブスクライブ リングに激しいネットワーク トラフィックが
発生している状況で（バックプレーンが伝達できるトラフィックよりも多くのトラフィックが発生

し、キューが一杯になって、フレームが廃棄されている場合）、遅延およびジッタを軽減するため

に保証されている帯域幅の一部です。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 mls qos srr-queue input bandwidth 
weight1 weight2

入力キューに共有ラウンド ロビン ウェイトを割り当てます。

weight1および weight2のデフォルト設定は 4 です（帯域幅の 1/2 が
2 つのキューで均等に共有されます）。

weight1および weight2の範囲は、1 ～ 100 です。各値はスペースで
区切ります。

SRR は mls qos srr-queue input priority-queue queue-id bandwidth
weight グローバル コンフィギュレーション コマンドの bandwidth
キーワードで指定された設定済みウェイトに従って、プライオリ

ティ キューを処理します。その後、SRR は残りの帯域幅を両方の入
力キューで共有し、mls qos srr-queue input bandwidth weight1 weight2
グローバル コンフィギュレーション コマンドによって設定された
ウェイトに従い、入力キューを処理します。詳細については、「入力

プライオリティ キューの設定」（p.33-70）を参照してください。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show mls qos interface queueing

または

show mls qos input-queue

設定を確認します。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。



第 33章      QoS の設定
標準 QoS の設定

33-71
Catalyst 3750 スイッチ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

78-16180-06-J

SRR は mls qos srr-queue input priority-queue queue-id bandwidth weight グローバル コンフィギュ
レーション コマンドの bandwidth キーワードで指定された設定済みウェイトに従って、プライオ
リティ キューを処理します。その後、SRR は残りの帯域幅を両方の入力キューで共有し、mls qos
srr-queue input bandwidth weight1 weight2グローバル コンフィギュレーション コマンドによって設
定されたウェイトに従い、入力キューを処理します。

プライオリティ キューを設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。この
手順は任意です。

デフォルト設定に戻すには、no mls qos srr-queue input priority-queue queue-idグローバル コンフィ
ギュレーション コマンドを使用します。プライオリティ キューイングをディセーブルにするには、
帯域幅のウェイトを 0 に設定します。たとえば、mls qos srr-queue input priority-queue queue-id
bandwidth 0を入力します。

次に、キューに入力帯域幅を割り当てる例を示します。キュー 1 は、帯域幅の 10% が割り当てられ
ているプライオリティ キューです。キュー 1 および 2 に割り当てられている帯域幅比率は 4/（4 ＋
4）です。SRR は 10% の帯域幅が設定されたキュー 1（プライオリティ キュー）を最初に処理しま
す。次に、SRR は残りの 90% の帯域幅をキュー 1 と 2 にそれぞれ 45% ずつ割り当てて、各キュー
で均等に共有します。

Switch(config)# mls qos srr-queue input priority-queue 1 bandwidth 10
Switch(config)# mls qos srr-queue input bandwidth 4 4

出力キューの特性の設定

ネットワークおよび QoS ソリューションが複雑な場合は、次に示す作業をすべて実行しなければな
らない場合があります。次の特性を決定する必要があります。

• 各キューおよびスレッシュホールド ID にマッピングされるパケット（DSCP または CoS 値を
使用）

• キューセット（ポートごとの 4 つの出力キュー）に適用される廃棄スレッシュホールドの割合、
およびトラフィック タイプに必要なメモリの確保量および最大メモリ

• キュー セットに割り当てる固定バッファ スペース

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 mls qos srr-queue input priority-queue 
queue-id bandwidth weight

キューをプライオリティ キューとして割り当て、スタック リン
グが輻輳している場合にリングの帯域幅を保証します。

デフォルトのプライオリティ キューはキュー 2 です。このキュー
には帯域幅の 10% が割り当てられています。

• queue-idに使用できる範囲は 1 ～ 2 です。

• bandwidth weightには、スタック リングの帯域幅に対する割
合を割り当てます。指定できる範囲は 0 ～ 40 です。値が大
きい場合はリング全体に影響が及び、スタックのパフォーマ

ンスが低下することがあるため、保証できる帯域幅は制限さ

れています。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show mls qos interface queueing 

または

show mls qos input-queue

設定を確認します。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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• ポートの帯域幅に関するレート制限の必要性

• 出力キューの処理頻度、および使用する技術（シェーピング、共有、または両方）

ここでは、次の設定について説明します。

• 設定時の注意事項（p.33-72）

• 出力キューセットに対するバッファ スペースの割り当ておよび WTD スレッシュホールドの設
定（p.33-72）（任意）

• 出力キューおよびスレッシュホールド ID への DSCP または CoS 値のマッピング（p.33-74）（任
意）

• 出力キューの SRR シェーピング ウェイトの設定（p.33-76）（任意）

• 出力キューの SRR 共有ウェイトの設定（p.33-77）（任意）

• 出力緊急キューの設定（p.33-78）（任意）

• 出力インターフェイスの帯域幅の制限（p.33-79）（任意）

設定時の注意事項

緊急キューがイネーブルの場合、または SRR ウェイトに基づいて出力キューが処理される場合は、
次の注意事項に従ってください。

• 出力緊急キューがイネーブルの場合、キュー 1 の SRR シェーピング ウェイトおよび共有ウェ
イトは上書きされます。

• 出力緊急キューがディセーブルで、SRR シェーピング ウェイトおよび共有ウェイトが設定され
ている場合、キュー 1 の共有モードは、シェーピング モードにより上書きされ、SRR はこの
キューをシェーピング モードで処理します。

• 出力緊急キューがディセーブルで、SRR シェーピング ウェイトが設定されていない場合、SRR
はこのキューを共有モードで処理します。

出力キューセットに対するバッファ スペースの割り当ておよび WTD スレッシュホールドの設定

バッファのアベイラビリティの保証、WTD スレッシュホールドの設定、およびキューセットの最大
メモリ割り当ての設定を行うには、mls qos queue-set output qset-id threshold queue-id drop-threshold1
drop-threshold2 reserved-threshold maximum-thresholdグローバル コンフィギュレーション コマンドを
使用します。

各スレッシュホールド値はキューに割り当てられたメモリの割合です。この値を指定するには、mls
qos queue-set output qset-id buffers allocation1 ... allocation4グローバル コンフィギュレーション コ
マンドを使用します。キューは WTD を使用して、トラフィック クラスごとに異なる廃棄割合をサ
ポートします。

（注） ほとんどの場合は、出力キューのデフォルト設定が最適です。デフォルト設定の変更が必要となる

のは、出力キューについて完全に理解している場合、およびこれらの設定がご使用の QoS ソリュー
ションを満たしていない場合のみです。

キューセットのメモリ割り当ておよび廃棄スレッシュホールドを設定するには、イネーブル EXEC
モードで次の手順を実行します。この手順は任意です。
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コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 mls qos queue-set output qset-id buffers 
allocation1 ... allocation4

キューセットにバッファを割り当てます。

デフォルトでは、すべての割り当て値は 4 つのキューに均等に
マッピングされます（25、25、25、25）。各キューにはバッファ
スペースの 1/4 が割り当てられます。

• qset-id には、キューセットの ID を入力します。指定できる
範囲は 1 ～ 2 です。各ポートはキューセットに属し、キュー
セットでは、ポートごとに 4 つの出力キューの特性がすべて
定義されます。

• allocation1 ... allocation4には、キューセット内のキューごと
に 1 つずつ、合計 4 つの割合を指定します。allocation1、
allocation3、allocation4の場合、使用可能な範囲は 0 ～ 99 で
す。allocation2の場合、使用可能な範囲は 1 ～ 100 です（CPU
バッファを含む）。

トラフィックの重要性に従ってバッファを割り当てます。たとえ

ば、プライオリティが最も高いトラフィックを格納するキュー

に、より多くのバッファが割り当てられます。

ステップ 3 mls qos queue-set output qset-id threshold 
queue-id drop-threshold1 drop-threshold2 
reserved-threshold maximum-threshold

WTD スレッシュホールドを設定し、バッファのアベイラビリ
ティを保証し、キューセット（ポートごとに 4 つの出力キュー）
の最大メモリ割り当てを設定します。

デフォルトでは、キュー 1、3、および 4 の WTD スレッシュホー
ルドは 100% に設定されています。キュー 2 の WTD スレッシュ
ホールドは 200% に設定されています。キュー 1、2、3、4 の専
用スレッシュホールドは 50% に設定されています。すべての
キューの最大スレッシュホールドは 400% に設定されています。

• qset-idには、ステップ 2 で指定したキューセットの ID を入
力します。指定できる範囲は 1 ～ 2 です。

• queue-idには、コマンドの実行対象となるキューセット内の
特定のキューを入力します。指定できる範囲は 1 ～ 4 です。

• drop-threshold1 drop-threshold2 には、キューに割り当てられ
たメモリの割合として表される 2 つの WTD スレッシュホー
ルドを指定します。指定できる範囲は 1 ～ 400% です。

• reserved-thresholdには、割り当てメモリの割合として表され
るキューの保証（専用）メモリ サイズを入力します。指定
できる範囲は 1 ～ 100% です。

• maximum-threshold を指定すると、キューが一杯になった場
合でも、確保量を超えるバッファの取得が可能になります。

この値は、共通プールが空でない場合に、パケットが廃棄さ

れるまでキューが使用できるメモリの最大値です。指定でき

る範囲は 1 ～ 400% です。

ステップ 4 interface interface-id 発信トラフィックのポートを指定し、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。

ステップ 5 queue-set qset-id キューセットにポートをマッピングします。

qset-idには、ステップ 2 で指定したキューセットの ID を入力し
ます。指定できる範囲は 1 ～ 2 です。デフォルトは 1 です。

ステップ 6 end イネーブル EXEC モードに戻ります。
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デフォルト設定に戻すには、no mls qos queue-set output qset-id buffersグローバル コンフィギュレー
ション コマンドを使用します。デフォルトの WTD スレッシュホールドの割合に戻すには、no mls
qos queue-set output qset-id threshold [queue-id]グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用
します。

次に、ポートをキューセット 2 にマッピングする例を示します。出力キュー 1 にはバッファ スペー
スの 40%、出力キュー 2、3、および 4 には 20% が割り当てられます。キュー 2 の廃棄スレッシュ
ホールドは割り当てメモリの 40 および 60% に設定され、割り当てメモリの 100% が保証され、パ
ケットが廃棄されるまでにこのキューが使用できる最大メモリが 200% に設定されます。

Switch(config)# mls qos queue-set output 2 buffers 40 20 20 20
Switch(config)# mls qos queue-set output 2 threshold 2 40 60 100 200
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# queue-set 2

出力キューおよびスレッシュホールド ID への DSCP または CoS 値のマッピング

トラフィックにプライオリティを設定するには、特定の DSCP または CoS を持つパケットを特定の
キューに格納し、より低いプライオリティを持つパケットが廃棄されるようにキューのスレッシュ

ホールドを調整します。

（注） ほとんどの場合は、出力キューのデフォルト設定が最適です。デフォルト設定の変更が必要となる

のは、出力キューについて完全に理解している場合、およびこれらの設定がご使用の QoS ソリュー
ションを満たしていない場合のみです。

DSCP または CoS 値を出力キューおよびスレッシュホールド ID にマッピングするには、イネーブ
ル EXEC モードで次の手順を実行します。この手順は任意です。

ステップ 7 show mls qos interface [interface-id] 
buffers

設定を確認します。

ステップ 8 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明
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デフォルトの DSCP 出力キュー スレッシュホールド マップまたはデフォルトの CoS 出力キュー ス
レッシュホールド マップに戻すには、no mls qos srr-queue output dscp-mapまたは
no mls qos srr-queue output cos-mapグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

次に、DSCP 値 10 および 11 を出力キュー 1 およびスレッシュホールド 2 にマッピングする例を示
します。

Switch(config)# mls qos srr-queue output dscp-map queue 1 threshold 2 10 11

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 mls qos srr-queue output dscp-map queue 
queue-id threshold threshold-id 
dscp1...dscp8

または

mls qos srr-queue output cos-map queue 
queue-id threshold threshold-id cos1...cos8

DSCP または CoS 値を出力キューおよびスレッシュホールド ID
にマッピングします。

デフォルトでは、DSCP 値 0 ～ 15 はキュー 2 およびスレッシュ
ホールド 1 に、DSCP 値 16 ～ 31 はキュー 3 およびスレッシュ
ホールド 1 に、DSCP 値 32 ～ 39 および 48 ～ 63 はキュー 4 およ
びスレッシュホールド 1 に、DSCP 値 40 ～ 47 はキュー 1 および
スレッシュホールド 1 にマッピングされます。

デフォルトでは、CoS 値 0 および 1 はキュー 2 およびスレッシュ
ホールド 1 に、CoS 値 2 および 3 はキュー 3 およびスレッシュ
ホールド 1 に、CoS 値 4、6、および 7 はキュー 4 およびスレッ
シュホールド 1 に、CoS 値 5 はキュー 1 およびスレッシュホール
ド 1 にマッピングされます。

• queue-idに使用できる範囲は 1 ～ 4 です。

• threshold-idに使用できる範囲は 1 ～ 3 です。スレッシュホー
ルド 3 の廃棄スレッシュホールドは定義済みであり、キュー
フル ステートに設定されます。

• dscp1...dscp8 には、8 つまでの値を、それぞれスペースで区
切って入力します。指定できる範囲は 0 ～ 63 です。

• cos1...cos8には、8 つまでの値を、それぞれスペースで区切っ
て入力します。指定できる範囲は 0 ～ 7 です。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show mls qos maps 設定を確認します。

DSCP 出力キュー スレッシュホールド マップは、表形式で表示
されます。d1 列は DSCP 値の最上位桁、d2 行は DSCP 値の最下
位桁を示します。d1 および d2 値の交点がキュー ID およびスレッ
シュホールド ID です。たとえば、キュー 2 およびスレッシュホー
ルド 1（02-01）のようになります。

CoS 出力キュー スレッシュホールド マップでは、先頭行に CoS
値、および 2 番めの行に対応するキュー ID およびスレッシュ
ホールド ID が示されます。たとえば、キュー 2 およびスレッシュ
ホールド 2（2-2）のようになります。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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出力キューの SRR シェーピング ウェイトの設定

（注） 10 ギガビット インターフェイス上で SSR シェーピング ウェイトは設定できません。

各キューに割り当てる使用可能な帯域幅の比率を指定できます。ウェイトの比率は、SRR スケ
ジューラが各キューからパケットを送信する頻度の比率です。

出力キューには、シェーピング ウェイト、共有ウェイト、またはその両方を設定できます。バース
ト トラフィックを平滑化したり、出力をより滑らかにするには、シェーピングを使用します。共有
ウェイトの詳細については、「SRR のシェーピングおよび共有」（p.33-14）を参照してください。共
有ウェイトの詳細については、「出力キューの SRR 共有ウェイトの設定」（p.33-77）を参照してく
ださい。

（注） 入力 10 ギガビット インターフェイスで帯域幅は制限できません。

ポートにマッピングされた 4 つの出力キューにシェーピング ウェイトを割り当てて、帯域幅の
シェーピングをイネーブルにするには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。この手
順は任意です。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id 発信トラフィックのポートを指定し、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。

ステップ 3 srr-queue bandwidth shape weight1 
weight2 weight3 weight4

出力キューに SRR ウェイトを割り当てます。

デフォルトでは、weight1 は 25、weight2、weight3、および weight4
は 0 に設定されています。これらのキューは共有モードです。

weight1 weight2 weight3 weight4 には、シェーピングされるポートの
割合を制御するウェイトを入力します。このキューのシェーピング

帯域幅は、比率の逆数（1/weight）によって制御します。各値はス
ペースで区切ります。指定できる範囲は 0 ～ 65535 です。

ウェイト 0 を設定した場合は、対応するキューが共有モードで動作
します。srr-queue bandwidth shapeコマンドで指定されたウェイト
は無視されます。srr-queue bandwidth shareインターフェイス コン
フィギュレーション コマンドで各キューに指定されたウェイトが
有効になります。同じキューセットのキューにシェーピングおよび

共有を両方設定する場合は、シェーピングに番号が最小のキューを

設定してください。

シェーピング モードは共有モードよりも優先されます。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show mls qos interface interface-id 
queueing

設定を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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デフォルトの設定に戻すには、no srr-queue bandwidth shape インターフェイス コンフィギュレー
ション コマンドを使用します。

次に、キュー 1 に帯域幅のシェーピングを設定する例を示します。キュー 2、3、および 4 のウェイ
ト比率は 0 に設定されているため、これらのキューは共有モードで動作します。キュー 1 の帯域幅
のウェイトは 1/8（12.5%）です。

Switch(config)# interface gigabitethernet2/0/1
Switch(config-if)# srr-queue bandwidth shape 8 0 0 0

出力キューの SRR 共有ウェイトの設定

共有モードでは、キューは設定されたウェイトに従って各キュー間の帯域幅を共有します。帯域幅

はこのレベルで保証されますが、このレベルに限定されるわけではありません。たとえば、特定の

キューが空であり、リンクを共有する必要がない場合、残りのキューは未使用の帯域幅を使用して、

各キュー間で共有できます。共有の場合、キューからパケットを取り出す頻度はウェイトの比率で

制御します。ウェイトの絶対値には意味がありません。

（注） ほとんどの場合は、出力キューのデフォルト設定が最適です。デフォルト設定の変更が必要となる

のは、出力キューについて完全に理解している場合、およびこれらの設定がご使用の QoS ソリュー
ションを満たしていない場合のみです。

ポートにマッピングされた 4 つの出力キューに共有ウェイトを割り当てて、帯域幅の共有をイネー
ブルにするには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。この手順は任意です。

デフォルトの設定に戻すには、no srr-queue bandwidth share インターフェイス コンフィギュレー
ション コマンドを使用します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id 発信トラフィックのポートを指定し、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。

ステップ 3 srr-queue bandwidth share weight1 
weight2 weight3 weight4

出力キューに SRR ウェイトを割り当てます。

デフォルトでは、4 つのウェイトがすべて 25 です（各キューに帯域
幅の 1/4 が割り当てられています）。

weight1 weight2 weight3 weight4 には、SRR スケジューラがパケット
を送信する頻度の比率を制御するウェイトを入力します。各値はス

ペースで区切ります。指定できる範囲は 1 ～ 255 です。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show mls qos interface interface-id 
queueing

設定を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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次に、出力ポートで動作している SRR スケジューラのウェイトの比率を設定する例を示します。4
つのキューが使用され、共有モードで各キューに割り当てられる帯域幅の比率は、キュー 1、2、3、
および 4 に対して 1/（1 ＋ 2 ＋ 3 ＋ 4）、2/（1 ＋ 2 ＋ 3 ＋ 4）、3/（1 ＋ 2 ＋ 3 ＋ 4）、および 4/（1 ＋
2 ＋ 3 ＋ 4）になります（それぞれ、10、20、30、および 40%）。つまり、キュー 4 の帯域幅はキュー
1 の 4 倍、キュー 2 の 2 倍、キュー 3 の 1.3 倍です。

Switch(config)# interface gigabitethernet2/0/1
Switch(config-if)# srr-queue bandwidth share 1 2 3 4

出力緊急キューの設定

Cisco IOS Release 12.1(19)EA1 で、特定のパケットに対して他のパケットよりも高いプライオリティ
を保証するには、出力緊急キューで特定のパケットをキューイングします。SRR はこのキューを空
になるまで処理してから、他のキューを処理します。

出力緊急キューをイネーブルにするには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。この
手順は任意です。

出力緊急キューをディセーブルにするには、no priority-queue outインターフェイス コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。

次に、SRR ウェイトが設定されているときに出力緊急キューをイネーブルにする例を示します。出
力緊急キューは、設定済みの SRR ウェイトを上書きします。

Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# srr-queue bandwidth shape 25 0 0 0
Switch(config-if)# srr-queue bandwidth share 30 20 25 25
Switch(config-if)# priority-queue out
Switch(config-if)# end

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 mls qos スイッチで QoS をイネーブルにします。

ステップ 3 interface interface-id 出力ポートを指定し、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。

ステップ 4 priority-queue out デフォルトではディセーブルに設定されている出力緊急キューをイ

ネーブルにします。

このコマンドを設定する場合、SRR に参加しているキューが 1 つ少
なくなるため、SRR ウェイトおよびキュー サイズの比率に影響しま
す。つまり、srr-queue bandwidth shapeまたは srr-queue bandwidth
shareコマンドの weight1は無視されます（比率計算では使用されな
い）。

ステップ 5 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 show running-config 設定を確認します。

ステップ 7 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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出力インターフェイスの帯域幅の制限

（注） 10 ギガビット インターフェイス上で SSR シェーピング ウェイトは設定できません。

出力ポートの帯域幅は制限できます。たとえば、顧客が高速リンクの一部しか費用を負担しない場

合は、帯域幅をその値に制限できます。

（注） ほとんどの場合は、出力キューのデフォルト設定が最適です。デフォルト設定の変更が必要となる

のは、出力キューについて完全に理解している場合、およびこれらの設定がご使用の QoS ソリュー
ションを満たしていない場合のみです。

出力ポートの帯域幅を制限するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。この手順
は任意です。

デフォルトの設定に戻すには、no srr-queue bandwidth limit インターフェイス コンフィギュレー
ション コマンドを使用します。

次に、ポートの帯域幅を 80% に制限する例を示します。

Switch(config)# interface gigabitethernet2/0/1
Switch(config-if)# srr-queue bandwidth limit 80

このコマンドを 80% に設定すると、ポートは期間の 20% の間アイドルです。回線レートは接続速
度の 80%（800 Mbps）に低下します。ハードウェアによる回線レートの調整では 6 ずつ増分される
ため、これらの値は正確ではありません。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id レートを制限するポートを指定し、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。

ステップ 3 srr-queue bandwidth limit weight1 ポートの上限となるポート速度の割合を指定します。指定できる範

囲は 10 ～ 90 です。

デフォルトでは、ポートのレートは制限されず、100% に設定されて
います。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show mls qos interface [interface-id] 
queueing

設定を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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標準 QoS 情報の表示
標準 QoS 情報を表示するには、表 33-15に示すイネーブル EXEC コマンドを 1 つまたは複数組み合
わせて使用します。

表 33-15 標準 QoS 情報を表示するためのコマンド

コマンド  説明

show class-map [class-map-name] トラフィックを分類するための一致条件を定義する QoS クラス
マップを表示します。

show mls qos グローバル QoS コンフィギュレーション情報を表示します。

show mls qos aggregate-policer [aggregate-policer-name] 集約ポリサーの設定を表示します。

show mls qos input-queue 入力キューの QoS 設定を表示します。

show mls qos interface [interface-id] [buffers | policers | 
queueing | statistics]

バッファ割り当て、ポリサーが設定されるポート、キューイング

方式、入出力統計情報など、ポート レベルの QoS 情報を表示し
ます。

show mls qos maps [cos-dscp | cos-input-q | cos-output-q 
| dscp-cos | dscp-input-q | dscp-mutation 
dscp-mutation-name | dscp-output-q | ip-prec-dscp | 
policed-dscp]

QoS マッピング情報を表示します。

show mls qos queue-set [qset-id] 出力キューの QoS 設定を表示します。

show mls qos vlan vlan-id 指定した SVI に付加されたポリシー マップを表示します。

show policy-map [policy-map-name [class 
class-map-name]]

着信トラフィックの分類基準を定義する QoS ポリシー マップを
表示します。

（注） 着信トラフィックの分類情報を表示する場合は、show
policy-map interfaceイネーブル EXEC コマンドを使用し
ないでください。control-planeキーワードおよびinterface
キーワードはサポートされていないので、表示される統
計情報は無視してください。

show running-config | include rewrite DSCP トランスペアレンシ設定を表示します。
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34

EtherChannel の設定 

この章では、Catalyst 3750 スイッチのレイヤ 2 およびレイヤ 3 ポートに EtherChannel を設定する方
法について説明します。EtherChannel は、スイッチ、ルータ、サーバ間に耐障害性を備えた高速リ
ンクを提供します。EtherChannel を使用して配線クローゼットとデータ センタ間の帯域幅を拡張し
たり、ボトルネックが発生しやすいネットワーク内の任意の場所に EtherChannel を配備できます。
EtherChannel には、残りのリンク間で負荷を再分配し、リンク切断から自動的に回復する機能があ
ります。リンクに障害が発生した場合、EtherChannel は仲介なしに、障害のあるリンクからチャネ
ル内の残りのリンクにトラフィックをリダイレクトします。特に明記しないかぎり、スイッチとい

う用語はスタンドアロン スイッチおよびスイッチ スタックを意味します。

（注） この章で使用されるコマンドの構文および使用方法の詳細については、このリリースのコマンド リ
ファレンスを参照してください。

この章で説明する内容は、次のとおりです。

• EtherChannel の概要（p.34-2）

• EtherChannel の設定（p.34-12）

• EtherChannel、PAgP、および LACP ステータスの表示（p.34-24）
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EtherChannel の概要
ここでは、EtherChannel の機能について説明します。

• EtherChannel の概要（p.34-2）

• ポート チャネル インターフェイス（p.34-4）

• PAgP（p.34-5）

• LACP（p.34-7）

• EtherChannel の On モード（p.34-8）

• ロードバランシングおよび転送方式（p.34-8）

• EtherChannel およびスイッチ スタック（p.34-10）

EtherChannel の概要
EtherChannel は、単一の論理リンクにバンドルされた個々のファスト イーサネットまたはギガビッ
ト イーサネット リンクで構成されます（図 34-1を参照）。

図 34-1 EtherChannel の一般的な構成

EtherChannel は、スイッチ間またはスイッチとホスト間に、最大 800 Mbps（ファスト EtherChannel）
または最大 8 Gbps（ギガビット EtherChannel）の全二重帯域幅を提供します。

各 EtherChannel には、最大 8 つの（設定に互換性のある）イーサネット ポートを含めることができ
ます。各 EtherChannel 内のすべてのポートは、レイヤ 2 またはレイヤ 3 ポートのいずれかとして設
定する必要があります。EtherChannel の数は 48に制限されています。詳細については、「EtherChannel
設定時の注意事項」（p.34-13）を参照してください。EtherChannel レイヤ 3 ポートは、ルーテッド
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ポートで構成されます。ルーテッド ポートは、no switchport インターフェイス コンフィギュレー
ション コマンドを使用してレイヤ 3 モードに設定された物理ポートです。詳細については、第 11
章「インターフェイス特性の設定」を参照してください。

EtherChannel は、Port Aggregation Protocol（PAgP）、Link Aggregation Control Protocol（LACP）、また
は On の、いずれかのモードに設定できます。EtherChannel の両端で同じモードを設定します。

• EtherChannel の片端を PAgP モードまたは LACP モードに設定すると、システムはアクティブ
にするポートを決定するため、チャネルの他端とネゴシエートします。互換性のないポートは

サスペンドされます。

• EtherChannel を on モードに設定した場合は、ネゴシエートは行われません。スイッチは 
EtherChannel 内の互換性があるポートすべてをアクティブにします。チャネルの他端（他のス
イッチ上）も on に設定されている必要があります。そうしないと、パケットを喪失する可能
性があります。

EtherChannel はスタンドアロン スイッチ、スタック内の単一スイッチ、またはスタック内の複数の
スイッチ（クロススタック EtherChannel とも呼ばれています）上に作成できます（図 34-2および図
34-3を参照）。

EtherChannel 内のリンクで障害が発生すると、障害リンク上でそれまで伝送されていたトラフィッ
クは、その EtherChannel 内の別のリンクに移動します。スイッチのトラップがイネーブルになって
いる場合は、スイッチ、EtherChannel、および障害リンクを特定するトラップが送信されます。
EtherChannel の 1 つのリンクに着信したブロードキャストおよびマルチキャスト パケットは、
EtherChannel の別のリンクに戻らないようにブロックされます。

図 34-2 単一スイッチ EtherChannel
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図 34-3 クロススタック EtherChannel

ポート チャネル インターフェイス
EtherChannel を作成すると、ポート チャネル論理インターフェイスも作成されます。

• レイヤ 2 ポートの場合は、channel-groupインターフェイス コンフィギュレーション コマンド
を使用して、ポート チャネル論理インターフェイスを動的に作成します。

また、interface port-channel port-channel-numberグローバル コンフィギュレーション コマンド
を使用して、ポート チャネル論理インターフェイスを手動で作成することもできます。ただ
し、その場合、論理インターフェイスを物理ポートにバインドするには、channel-group 
channel-group-numberコマンドを使用する必要があります。channel-group-numberは
port-channel-number と同じ値に設定したり、新しい値を使用したりすることができます。新し
い値を使用すると、channel-group コマンドによって新しいポート チャネルが動的に作成され
ます。

• レイヤ 3 ポートの場合は、interface port-channel グローバル コンフィギュレーション コマン
ド、およびそのあとに no switchportインターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使
用して、論理インターフェイスを手動で作成する必要があります。その後、channel-group イ
ンターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用して、手動で EtherChannel にインター
フェイスを割り当てます。

レイヤ 2 およびレイヤ 3 ポートのいずれの場合も、channel-groupコマンドを実行すると、物理ポー
トと論理ポートがバインドされます（図 34-4を参照）。

各 EtherChannel には、1 ～ 48番のポート チャネル論理インターフェイスがあります。このポート
チャネル インターフェイス番号は、channel-groupインターフェイス コンフィギュレーション コマ
ンドで指定した番号に対応します。
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図 34-4 物理ポート、論理ポート チャネル、およびチャネル グループの関係

EtherChannel を設定したあとに、ポート チャネル インターフェイスの設定を変更すると、そのポー
ト チャネル インターフェイスに割り当てられたすべての物理ポートの設定も変更されます。物理
ポートの設定を変更した場合は、設定を適用したポートのみが影響を受けます。EtherChannel のす
べてのポートのパラメータを変更するには、コンフィギュレーション コマンドをポート チャネル
インターフェイスに適用します。たとえば、スパニングツリー コマンドまたはレイヤ 2 EtherChannel
をトランクとして設定するコマンドなどです。

PAgP
Port Aggregation Protocol（PAgP; ポート集約プロトコル）はシスコ独自のプロトコルで、シスコ製
スイッチと、PAgP に対応するためにライセンスを得たベンダーが認可したスイッチのみで動作し
ます。PAgP を使用すると、イーサネット ポートで PAgP パケットを交換することにより、
EtherChannel を自動的に作成できます。PAgP を使用できるのは、単一スイッチ EtherChannel 構成の
場合のみです。クロススタック EtherChannel の場合は、PAgP をイネーブルにできません。詳細に
ついては、「EtherChannel 設定時の注意事項」（p.34-13）を参照してください。

スイッチ スタックは PAgP を使用することによって、PAgP をサポートできるパートナーの識別情
報、および各ポートの機能を学習します。次に、設定が類似している（スタック内の単一のスイッ

チ上の）ポートを、単一の論理リンク（チャネルまたは集約ポート）に動的にグループ化します。

設定が類似しているポートをグループ化する場合の基準は、ハードウェア、管理、およびポート パ
ラメータ制約です。たとえば、速度、デュプレックス モード、ネイティブ VLAN（仮想 LAN）、
VLAN 範囲、トランキング ステータスおよびタイプが同じであるポートが PAgP によってグループ
化されます。リンクが EtherChannel にグループ化されたあと、グループは PAgP によって単一のス
イッチ ポートとしてスパニングツリーに追加されます。
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PAgP モード

表 34-1に、channel-groupインターフェイス コンフィギュレーション コマンドでユーザが設定でき
る EtherChannel PAgP モードを示します。

スイッチ ポートは、autoまたは desirableモードに設定されたパートナー ポートとのみ PAgP パケッ
トを交換します。onモードに設定されたポートは、PAgP パケットを交換しません。

autoおよび desirableモードの場合、ポートはパートナー ポートとネゴシエーションを行い、一定
の基準に従って EtherChannel を形成できるかどうかを判別します。その基準とは、ポート速度、（レ
イヤ 2 EtherChannel の場合）トランキング ステート、VLAN 番号などです。

ポート間で PAgP モードが異なっていても、モードに互換性があれば EtherChannel を形成できます。
次に例を示します。

• desirableモードのポートは、desirable または autoモードの別のポートと EtherChannel を形成
できます。

• autoモードのポートは、desirableモードの別のポートと EtherChannel を形成できます。

autoモードのポートは、autoモードの別のポートとは EtherChannel を形成することができません。
どちらのポートも、PAgP ネゴシエーションを開始しないためです。

PAgP 機能を持つパートナーにスイッチが接続されている場合は、non-silentキーワードを使用して、
非サイレント動作を行うようにスイッチ ポートを設定できます。autoまたは desirableモードの場
合は、non-silentを指定しないとサイレント モードになります。

PAgP 機能を備えていない、または備えていてもパケット送信量がわずかしかないデバイスにス
イッチが接続されている場合は、サイレント モードを使用します。サイレント パートナーの例と
しては、トラフィックを生成しないファイル サーバやパケット アナライザがあります。この場合、
サイレント パートナーに接続された物理ポート上で PAgP を稼働させると、このスイッチ ポートが
動作しなくなります。ただし、サイレント設定を使用すると、PAgP が動作したり、チャネル グルー
プにポートを接続したり、ポートの伝送に使用できます。

PAgP と他の機能との相互作用

Dynamic Trunking Protocol（DTP; ダイナミック トランキング プロトコル）および Cisco Discovery
Protocol（CDP）は、EtherChannel の物理ポートを使用してパケットを送受信します。トランク ポー
トは、番号が最小の VLAN 上で PAgP Protocol Data Unit（PDU; プロトコル データ ユニット）を送
受信します。

表 34-1 EtherChannel PAgP モード

モード 説明

auto ポートをパッシブ ネゴシエーション ステートにします。このステートの場合、ポー
トは受信した PAgP パケットに応答しますが、PAgP パケット ネゴシエーションを開
始しません。この設定では、PAgP パケットの伝送が最小化されます。EtherChannel メ
ンバーがスイッチ スタックのさまざまなスイッチに属している場合（クロススタック
EtherChannel）、このモードはサポートされません。

desirable ポートをアクティブ ネゴシエーション ステートにします。このステートの場合、ポー
トは PAgP パケットを送信し、他のインターフェイスとのネゴシエーションを開始し
ます。EtherChannel メンバーがスイッチ スタック内で異なるスイッチに属している場
合（クロススタック EtherChannel）、このモードはサポートされません。
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レイヤ 2 EtherChannel では、チャネル内で最初に起動するポートが EtherChannel に MAC アドレス
を提供します。このポートがバンドルから削除されると、バンドル内の他のポートの 1 つが
EtherChannel に MAC アドレスを提供します。レイヤ 3 EtherChannel の場合は、（interface port-channel
グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して）ポートが作成された直後に、スタック
マスターから MAC アドレスが割り当てられます。

PAgP は、auto または desirable モードに設定され、PAgP がイネーブルである稼働状態のポートから
のみ PAgP PDU を送受信します。

LACP
LACP は IEEE 802.3ad で定義されていて、シスコ製スイッチは IEEE 802.3ad プロトコルに準拠する
スイッチ間のイーサネット チャネルを管理できます。LACP を使用すると、イーサネット ポート間
で LACP パケットを交換することにより、EtherChannel を自動的に作成できます。

スイッチ スタックは LACP を使用することによって、LACP をサポートできるパートナーの識別情
報、および各ポートの機能を学習します。次に、同一設定のポートを 1 つの論理リンク（チャネル
または集約ポート）に動的にグループ化します。設定が類似しているポートをグループ化する場合

の基準は、ハードウェア、管理、およびポート パラメータ制約です。たとえば、速度、デュプレッ
クス モード、ネイティブ VLAN、VLAN 範囲、トランキング ステータスおよびタイプが同じであ
るポートが LACP によってグループ化されます。リンクが EtherChannel にグループ化されたあと、
グループは LACP によって単一のスイッチ ポートとしてスパニングツリーに追加されます。

LACP モード

表 34-2に、channel-groupインターフェイス コンフィギュレーション コマンドで使用するユーザ設
定可能な EtherChannel LACP モードを示します。

activeおよび passive LACPモードの場合、ポートはパートナー ポートとネゴシエーションを行い、
一定の基準に従って EtherChannel を形成できるかどうかを判別します。その基準とは、ポート速度、
（レイヤ 2 EtherChannel の場合）トランキング ステート、VLAN 番号などです。

ポート間で LACP モードが異なっていても、モードに互換性があれば EtherChannel を形成できます。
次に例を示します。

• activeモードのポートは、activeまたは passiveモードの別のポートと EtherChannel を形成でき
ます。

• passive モードのポートは、passive モードの別のポートとは EtherChannel を形成することがで
きません。どちらのポートも、LACP ネゴシエーションを開始しないためです。

表 34-2 EtherChannel LACP モード

モード 説明

active ポートをアクティブ ネゴシエーション ステートにします。このステートの場合、ポー
トは LACP パケットを送信し、他のポートとのネゴシエーションを開始します。

passive ポートをパッシブ ネゴシエーション ステートにします。このステートの場合、ポー
トは受信した LACP パケットに応答しますが、LACP パケット ネゴシエーションを開
始しません。この設定では、LACP パケットの伝送が最小化されます。
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LACP と他の機能との相互作用

DTP および CDP は、EtherChannel の物理ポートを経由してパケットを送受信します。トランク ポー
トは、番号が最も小さい VLAN 上で LACP PDU を送受信します。

レイヤ 2 EtherChannel では、チャネル内で最初に起動するポートが EtherChannel に MAC アドレス
を提供します。このポートがバンドルから削除されると、バンドル内の他のポートの 1 つが
EtherChannel に MAC アドレスを提供します。レイヤ 3 EtherChannel の場合は、interface port-channel
グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用してインターフェイスが作成された直後に、
スタック マスターから MAC アドレスが割り当てられます。

LACP は、active または passive モードに設定され、LACP がイネーブルである稼働状態のポートか
らのみ LACP PDU を送受信します。

EtherChannel の On モード
EtherChannel の on モードは EtherChannel を手動で設定するために使用します。on モードでは、ポー
トはネゴシエーションなしで EtherChannel に参加します。on モードは、リモート デバイスが PAgP
または LACP をサポートしていない場合に役立ちます。on モードでは、リンクの両端のスイッチ
が on モードに設定されている場合のみ、EtherChannel を使用できます。

同一チャネル グループ内で、on モードに設定されたポートは、速度やデュプレックスなどのポー
ト特性に互換性を持たせる必要があります。互換性のないポートは、on モードに設定されていても
サスペンドされます。

注意 on モードは注意して使用してください。これは手動設定であり、EtherChannel の両端のポートが同
一の設定である必要があります。グループの設定を間違えると、パケットが失われたり、スパニン

グツリー ループが発生することがあります。

ロードバランシングおよび転送方式

EtherChannel は、フレーム内のアドレスに基づいて形成されたバイナリ パターンを部分的に縮小
し、チャネル内の 1 つのリンクを選択する数値にすることによって、チャネル内のリンク間でトラ
フィックの負荷を分散させます。EtherChannel のロードバランシングには、MAC アドレスや IP ア
ドレス、送信元アドレスや宛先アドレス、または送信元と宛先の両方のアドレスを使用できます。

選択したモードは、スイッチ上で設定されているすべての EtherChannel に適用されます。ロードバ
ランシングおよび転送方法を設定するには、port-channel load-balanceグローバル コンフィギュレー
ション コマンドを使用します。

送信元 MAC アドレス転送の場合、EtherChannel に転送されたパケットは、着信パケットの送信元
MAC アドレスに基づいてチャネル ポート間で分配されます。したがって、ロードバランシングを
行うために、異なるホストからのパケットにはチャネル内の別のポート、同じホストからのパケッ

トにはチャネル内の同じポートが使用されます。

宛先 MAC アドレス転送の場合、EtherChannel に転送されたパケットは、着信パケットに指定され
ている宛先ホストの MAC アドレスに基づいてチャネル ポート間で分配されます。したがって、同
じ宛先へのパケットは同じポートを経由して転送され、異なる宛先へのパケットはチャネル内の別

のポートを経由して送信されます。
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送信元 /宛先 MAC アドレス転送の場合、EtherChannel に転送されたパケットは、送信元および宛先
の両方の MAC アドレスに基づいてチャネル ポート間で分配されます。この転送方式は、送信元
MAC アドレス転送方式と宛先 MAC アドレス転送方式の負荷分散を組み合わせたものです。特定の
スイッチに対して送信元 MAC アドレス転送と宛先 MAC アドレス転送のいずれが適切であるかが
不明な場合に使用できます。送信元 /宛先 MAC アドレス転送の場合、ホスト A からホスト B、ホ
スト A からホスト C、およびホスト C からホスト B に送信されるパケットは、それぞれ異なるチャ
ネル ポートを使用できます。

送信元 IP アドレスベース転送の場合、EtherChannel に転送されたパケットは、着信パケットの送信
元 IP アドレスに基づいて EtherChannel ポート間で分配されます。したがって、ロードバランシン
グを行うために、異なる IP アドレスからのパケットにはチャネル内の別のポート、同じ IP アドレ
スからのパケットにはチャネル内の同じポートが使用されます。

宛先 IP アドレスベース転送の場合、EtherChannel に転送されたパケットは、着信パケットの宛先 IP
アドレスに基づいて EtherChannel ポート間で分配されます。したがって、ロードバランシングを行
うために、同じ送信元 IP アドレスから異なる宛先 IP アドレスに送信されるパケットは異なるチャ
ネル ポートに送信される場合があります。ただし、異なる送信元 IP アドレスから同じ宛先 IP アド
レスに送信されるパケットは、常に同じチャネル ポートに送信されます。

送信元 /宛先 IP アドレスベース転送の場合、EtherChannel に転送されたパケットは、着信パケット
の送信元および宛先の両方の IP アドレスに基づいて EtherChannel ポート間で分配されます。この
転送方式は、送信元 IP アドレスベース転送方式と宛先 IP アドレスベース転送方式を組み合わせた
ものです。特定のスイッチに対して送信元 IP アドレスベース転送と宛先 IP アドレスベース転送の
いずれが適切であるかが不明な場合に使用できます。この方式では、IP アドレス A から IP アドレ
ス B に、IP アドレス A から IP アドレス C に、および IP アドレス C から IP アドレス B に送信され
るパケットは、それぞれ異なるチャネル ポートを使用できます。

ロードバランシング方式ごとに利点が異なります。ロードバランシング方式は、ネットワーク内の

スイッチの位置、および負荷分散が必要なトラフィックの種類に基づいて選択する必要がありま

す。図 34-5では、4 台のワークステーションで構成された EtherChannel がルータと通信しています。
ルータは単一の MAC アドレスを持つデバイスであるため、スイッチ EtherChannel で送信元ベース
転送を行うことにより、ルータが使用できる全帯域をスイッチが使用するようになります。ルータ

は、宛先ベース転送を行うように設定されます。このように設定すると、多数のワークステーショ

ンで、ルータ EtherChannel からのトラフィックが均等に分散されることが保証されるためです。

設定には最も柔軟なオプションを使用してください。たとえば、チャネル上のトラフィックが単一

MAC アドレスを宛先とする場合、宛先 MAC アドレスを使用すると、チャネル内の同じリンクが常
に選択されます。送信元アドレスまたは IP アドレスを使用した方が、ロードバランシングの効率
がよくなることがあります。
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図 34-5 負荷分散および転送方法

EtherChannel およびスイッチ スタック
EtherChannel に参加しているポートを持つスタック メンバーに障害が発生するか、またはこのス
タック メンバーがスタックから脱退すると、スタック マスターはこのスタック メンバーのスイッ
チ ポートを EtherChannel から削除します。EtherChannel 内にポートが残っている場合、これらの
ポートは引き続き接続された状態を維持します。

既存のスタックにスイッチが追加されると、新しいスイッチはスタック マスターから実行コンフィ
ギュレーションを受信し、EtherChannel 関連のスタック設定を使用して自身の設定を更新します。
スタック メンバーは動作情報（動作中のポート リスト、およびチャネル メンバーであるポートの
リスト）も受信します。

EtherChannel が設定された 2 つのスタックを結合すると、セルフループ ポートになります。スパニ
ングツリーはこの状況を検出して、適宜に対応します。権利を獲得したスイッチ スタックでは PAgP
または LACP 設定が変更されませんが、権利を獲得しなかったスイッチ スタックでは、スタックの
再起動後に PAgP または LACP 設定が失われます。

PAgP を使用すると、スタック マスターが障害を起こすかスタックから脱退した場合、新しいスタッ
ク マスターが選択されます。EtherChannel の帯域幅が変更されないかぎり、スパニングツリーの再
コンバージェンスは発生しません。新しいスタック マスターにより、スタック メンバーの設定と
スタック マスターの設定が同期されます。古いスタック マスター上にあるポートが EtherChannel
に含まれる場合を除き、PAgP 設定はスタック マスターの変更による影響を受けません。

10
12

39

EtherChannel
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LACP を使用すると、システム ID ではスタック マスターからのスタック MAC アドレスが使用さ
れ、スタック マスターが変わると、LACP システム ID が変わることがあります。LACP システム
ID が変わると、EtherChannel 全体がフラップし、STP 再コンバージェンスが発生します。マスター
のフェールオーバー中にスタック MAC アドレスを変えるかどうかを制御するには、stack-mac
persistent timerコマンドを使用します。

スイッチ スタックの詳細については、第 5 章「スイッチ スタックの管理」を参照してください。



第 34章      EtherChannel の設定
EtherChannel の設定

34-12
Catalyst 3750 スイッチ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

78-16180-06-J

EtherChannel の設定
ここでは、次の設定について説明します。

• EtherChannel のデフォルト設定（p.34-12）

• EtherChannel 設定時の注意事項（p.34-13）

• レイヤ 2 EtherChannel の設定（p.34-14）（必須）

• レイヤ 3 EtherChannel の設定（p.34-16）（必須）

• EtherChannel ロードバランシングの設定（p.34-19）（任意）

• PAgP 学習方式およびプライオリティの設定（p.34-20）（任意）

• LACP ホットスタンバイ ポートの設定（p.34-21）（任意）

（注） ポートが正しく設定されていることを確認してください。詳細については、「EtherChannel 設定時
の注意事項」（p.34-13）を参照してください。

（注） EtherChannel を設定したあとに、ポート チャネル インターフェイスの設定を変更すると、そのポー
ト チャネル インターフェイスに割り当てられたすべての物理ポートの設定も変更されます。物理
ポートの設定変更では、そのポートのみが変更されます。

EtherChannel のデフォルト設定
表 34-3に、EtherChannel のデフォルト設定を示します。

表 34-3 EtherChannel のデフォルト設定

機能 デフォルト設定

チャネル グループ 割り当てなし

ポート チャネル論理インターフェイス 定義なし

PAgP モード デフォルトなし

PAgP の学習方式 すべてのポートで集約ポート学習

PAgP プライオリティ すべてのポートで 128 

LACP モード デフォルトなし

LACP の学習方式 すべてのポートで集約ポート学習

LACP ポート プライオリティ すべてのポートで 32768

LACP システム プライオリティ 32768

LACP システム ID LACP プライオリティおよびスタック MAC アドレス

ロードバランシング スイッチの負荷分散は、着信パケットの送信元 MAC ア
ドレスに基づいて行われます。
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EtherChannel 設定時の注意事項
EtherChannel が正しく設定されていない場合、ネットワーク ループなどの問題を回避するために、
一部の EtherChannel ポートが自動的にディセーブルになることがあります。設定上の問題を防ぐに
は、次の注意事項に従ってください。

• スイッチ スタック上では、48を超える数の EtherChannel を設定しないでください。

• 同じタイプのイーサネット ポートを最大で 8 つ備えた PAgP EtherChannel を設定してください。

• 同じタイプのイーサネット ポートを最大で 16 個備えた LACP EtherChannel を設定してくださ
い。最大 8 つのポートをアクティブにしたり、スタンバイ モードにできます。

• クロススタック EtherChannel で最大 2 つの 10 ギガビット イーサネット モジュール ポートを設
定します。

• EtherChannel 内の全ポートが、同じ速度および同じデュプレックス モードで動作するように設
定してください。

• EtherChannel のすべてのポートをイネーブルにしてください。shutdownインターフェイス コン
フィギュレーション コマンドを使用してディセーブル化された EtherChannel のポートは、リン
ク障害として処理され、トラフィックは EtherChannel の残りのポートのいずれかに転送されま
す。

• グループを初めて作成したときは、そのグループに最初に追加されたポートのパラメータ設定

値をすべてのポートが引き継ぎます。次に示すパラメータのいずれかの設定を変更する場合

は、グループ内のすべてのポートに関する設定も変更してください。

－ 許可 VLAN リスト

－ 各 VLAN のスパニングツリー パス コスト

－ 各 VLAN のスパニングツリー ポート プライオリティ

－ スパニングツリーの PortFast 設定

• ポートが複数の EtherChannel グループのメンバーにならないように設定してください。

• Etherchannel を、PAgP モードおよび LACP モードの両方に設定しないでください。PAgP およ
び LACP が稼働している複数の EtherChannel グループは、スタック内の同じスイッチまたは別
のスイッチ上で共存できます。各 EtherChannel グループは PAgP または LACP のいずれかを実
行できますが、相互運用はできません。

• EtherChannel の一部として Switched Port Analyzer（SPAN; スイッチド ポート アナライザ）宛先
ポートを設定しないでください。

• EtherChannel の一部としてセキュア ポートを設定したり、その逆の設定を行わないでください。

• EtherChannel の一部として、プライベート VLAN を設定しないでください。

• EtherChannel のアクティブ メンバーまたは未アクティブ メンバーのポートは IEEE 802.1x ポー
トとして設定しないでください。EtherChannelポートで IEEE 802.1x をイネーブルにしようとす
ると、エラー メッセージが表示され、IEEE 802.1x はイネーブルになりません。

（注） Cisco IOS Release 12.2(18)SE 以前のソフトウェア リリースでは、EtherChannel のアク
ティブでないポートで IEEE 802.1x がイネーブルの場合、ポートは EtherChannel に参加
しません。

• EtherChannel がスイッチ インターフェイスに設定されている場合、インターフェイスから 
EtherChannel コンフィギュレーションを削除してから dot1x system-auth-control グローバル コ
ンフィギュレーション コマンドを使用してスイッチで IEEE 802.1x をグローバルにイネーブル
にします。

• レイヤ 2 EtherChannel の場合

－ EtherChannel 内の全ポートを同じ VLAN に割り当てるか、またはトランクとして設定して
ください。複数のネイティブ VLAN に接続されるポートは、EtherChannel を形成すること
ができません。
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－ トランク ポートから EtherChannel を設定する場合は、すべてのトランクでトランキング
モード（ISL または IEEE 802.1Q）が同じであることを確認してください。EtherChannel ポー
トでトランク モードが統一されていない場合は、予想外の結果を招くことがあります。

－ EtherChannel がサポートする VLAN の許容範囲は、トランキング レイヤ 2 EtherChannel 内
の全ポートで同じです。VLAN の許容範囲が同じでない場合は、PAgP が autoモードまた
は desirableモードに設定されていても、ポートは EtherChannel を形成しません。

－ ポートのスパニングツリー パス コストが異なっていても、他の設定条件に矛盾がなけれ
ば、EtherChannel を形成できます。異なるスパニングツリー パス コストを設定すること自
体は、EtherChannel 形成の支障にはなりません。

• レイヤ 3 EtherChannel の場合は、レイヤ 3 アドレスをチャネル内の物理ポートでなく、ポート
チャネル論理インターフェイスに割り当ててください。

• クロススタック EtherChannel 設定の場合は、EtherChannel 用のすべてのポートが LACP 用に設
定されているか、channel-group channel-group-number mode onインターフェイス コンフィギュ
レーション コマンドでチャネル グループに含まれるように手動設定されているかを確認しま
す。PAgP プロトコルは、クロススタック EtherChannel ではサポートされません。

• クロススタック EtherChannel が設定されていて、スイッチ スタックが分割されている場合、
ループおよび転送が正しく動作しないことがあります。

レイヤ 2 EtherChannel の設定
レイヤ 2 EtherChannel を設定するには、channel-group インターフェイス コンフィギュレーション
コマンドを使用して、チャネル グループにポートを割り当てます。このコマンドにより、ポート
チャネル論理インターフェイスが自動的に作成されます。

autoモードか desirableモードのポートで PAgP をイネーブルにした場合は、onモードか LACP モー
ドに再設定してから、このポートをクロススタック EtherChannel に追加する必要があります。PAgP
では、クロススタック EtherChannel がサポートされません。

レイヤ 2 EtherChannel にレイヤ 2 イーサネット ポートを割り当てるには、イネーブル EXEC モード
で次の手順を実行します。この手順は必須です。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id 物理ポートを指定し、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。

有効なインターフェイスは物理ポートなどです。

PAgP EtherChannel の場合、同一タイプ、同一速度のポートを 8 つま
で同一グループに設定できます。

LACP EtherChannel の場合は、同一タイプのイーサネット ポートを
16 個まで設定できます。最大 8 つのポートをアクティブにしたり、
スタンバイ モードにできます。

ステップ 3 switchport mode {access | trunk}

switchport access vlan vlan-id

全ポートをスタティック アクセス ポートとして同じ VLAN に割り
当てるか、またはトランクとして設定します。

ポートをスタティック アクセス ポートとして設定する場合は、ポー
トを 1 つの VLAN にのみ割り当ててください。指定できる範囲は 1
～ 4094 です。
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EtherChannel グループからポートを削除するには、no channel-groupインターフェイス コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。

ステップ 4 channel-group channel-group-number 
mode {auto [non-silent] | desirable 
[non-silent] | on} | {active | passive}

ポートをチャネル グループに割り当て、PAgP または LACP モード
を指定します。

channel-group-number の範囲は 1 ～ 48です。

modeには、次のキーワードのいずれかを選択します。

• auto ― PAgP デバイスが検出された場合にのみ、PAgP をイネー
ブルにします。ポートをパッシブ ネゴシエーション ステートに
します。このステートの場合、ポートは受信した PAgP パケッ
トに応答しますが、PAgP パケット ネゴシエーションを開始し
ません。EtherChannel メンバーがスイッチ スタック内で異なる
スイッチに属している場合、このキーワードはサポートされま

せん。

• desirable ― PAgP を無条件でイネーブルにします。ポートをア
クティブ ネゴシエーション ステートにします。このステートの
場合、ポートは PAgP パケットを送信し、他のインターフェイ
スとのネゴシエーションを開始します。EtherChannel メンバー
がスイッチ スタック内で異なるスイッチに属している場合、こ
のキーワードはサポートされません。

• on ― PAgP や LACP を使用せずに、ポートを強制的にチャネル
化します。on モードでは、on モードのポート グループが on
モードの別のポート グループに接続されている場合のみ、
EtherChannel を使用することができます。

• non-silent ― （任意）PAgP 対応のパートナーに接続されたス
イッチのポートが auto または desirable モードの場合に、非サ
イレント動作を行うようにこのポートを設定します。non-silent
を指定しなかった場合は、サイレントが指定されたものとみな

されます。サイレント設定は、ファイル サーバまたはパケット
アナライザに接続する場合に使用します。この設定を使用する

と、PAgP が動作したり、チャネル グループにポートを接続し
たり、ポートを伝送に使用できます。

• active ― LACP デバイスが検出された場合のみ、LACP をイネー
ブルにします。ポートをアクティブ ネゴシエーション ステート
にします。このステートの場合、ポートは LACP パケットを送
信し、他のインターフェイスとのネゴシエーションを開始しま

す。

• passive ― ポートで LACP をイネーブルにしてパッシブ ネゴシ
エーション ステートにします。このステートの場合、ポートは
受信した LACP パケットに応答しますが、LACP パケット ネゴ
シエーションを開始しません。

スイッチとパートナー間で互換性のあるモードの詳細については、

「PAgP モード」（p.34-6）および「LACP モード」（p.34-7）を参照し
てください。

ステップ 5 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 show running-config 設定を確認します。

ステップ 7 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明
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次に、スタック内の 1 つのスイッチに EtherChannel を設定する例を示します。2 つのポートは、
VLAN 10 のスタティック アクセス ポートとして、PAgP モードが desirableであるチャネル 5 に割
り当てられます。

Switch# configure terminal 
Switch(config)# interface range gigabitethernet2/0/1 -2 
Switch(config-if-range)# switchport mode access
Switch(config-if-range)# switchport access vlan 10
Switch(config-if-range)# channel-group 5 mode desirable non-silent
Switch(config-if-range)# end 

次に、スタック内の 1 つのスイッチに EtherChannel を設定する例を示します。2 つのポートは、
VLAN 10 のスタティック アクセス ポートとして、LACP モードが activeであるチャネル 5 に割り
当てられます。

Switch# configure terminal 
Switch(config)# interface range gigabitethernet2/0/1 -2 
Switch(config-if-range)# switchport mode access
Switch(config-if-range)# switchport access vlan 10
Switch(config-if-range)# channel-group 5 mode active
Switch(config-if-range)# end 

次に、クロススタック EtherChannel を設定する例を示します。この例では LACP パッシブ モードを
使用し、スタック メンバー 2 の 2 つのポートとスタック メンバー 3 の 1 つのポートを、VLAN 10
のスタティック アクセス ポートとしてチャネル 5 に割り当てます。

Switch# configure terminal 
Switch(config)# interface range gigabitethernet2/0/4 -5 
Switch(config-if-range)# switchport mode access
Switch(config-if-range)# switchport access vlan 10
Switch(config-if-range)# channel-group 5 mode active 
Switch(config-if-range)# exit
Switch(config)# interface gigabitethernet3/0/3 
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 10
Switch(config-if)# channel-group 5 mode active 
Switch(config-if)# exit

レイヤ 3 EtherChannel の設定
レイヤ 3 EtherChannel を設定するには、ポート チャネル論理インターフェイスを作成し、そのポー
ト チャネルにイーサネット ポートを組み込みます。次に設定方法を説明します。

ポート チャネル論理インターフェイスの作成

レイヤ 3 EtherChannel を設定する場合、まず interface port-channel グローバル コンフィギュレー
ション コマンドを使用し、ポート チャネル論理インターフェイスを手動で作成しなければなりま
せん。次に、channel-groupインターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用して論理イ
ンターフェイスをチャネル グループに配置します。

（注） 物理ポートから EtherChannel に IP アドレスを移動するには、物理ポートから IP アドレスを削除し
てから、その IP アドレスをポート チャネル インターフェイス上で設定する必要があります。

レイヤ 3 EtherChannel 用のポート チャネル インターフェイスを作成するには、イネーブル EXEC
モードで次の手順を実行します。この手順は必須です。
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ポート チャネルを削除するには、no interface port-channel port-channel-numberグローバル コンフィ
ギュレーション コマンドを使用します。

次に、論理ポート チャネル 5 を作成し、IP アドレスとして 172.10.20.10 を割り当てる例を示します。

Switch# configure terminal 
Switch(config)# interface port-channel 5
Switch(config-if)# no switchport
Switch(config-if)# ip address 172.10.20.10 255.255.255.0
Switch(config-if)# end 

物理インターフェイスの設定

レイヤ 3 EtherChannel にイーサネット ポートを割り当てるには、イネーブル EXEC モードで次の手
順を実行します。この手順は必須です。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface port-channel port-channel-number ポート チャネル論理インターフェイスを指定し、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。

port-channel-number の範囲は 1 ～ 48 です。

ステップ 3 no switchport インターフェイスをレイヤ 3 モードにします。

ステップ 4 ip address ip-address mask EtherChannel に IP アドレスおよびサブネット マスクを割り当
てます。

ステップ 5 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 show etherchannel channel-group-number 
detail

設定を確認します。

ステップ 7 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存しま
す。

ステップ 8 レイヤ 3 EtherChannel にイーサネット ポートを割り当てます。
詳細については、「物理インターフェイスの設定」（p.34-17）を
参照してください。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id 物理ポートを指定し、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。

有効なインターフェイスは物理ポートなどです。

PAgP EtherChannel の場合、同一タイプ、同一速度のポートを 8
つまで同一グループに設定できます。

LACP EtherChannel の場合は、同一タイプのイーサネット ポート
を 16 個まで設定できます。最大 8 つのポートをアクティブにし
たり、スタンバイ モードにできます。

ステップ 3 no ip address この物理ポートに割り当てられている IP アドレスをすべて削除
します。

ステップ 4 no switchport ポートをレイヤ 3 モードにします。
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ステップ 5 channel-group channel-group-number 
mode {auto [non-silent] | desirable 
[non-silent] | on} | {active | passive}

ポートをチャネル グループに割り当て、PAgP または LACP モー
ドを指定します。

channel-group-number の範囲は 1 ～ 48 です。この番号は、「ポー
ト チャネル論理インターフェイスの作成」（p.34-16）で設定した
port-channel-number（論理ポート）と同一である必要があります。

modeには、次のキーワードのいずれかを選択します。

• auto ― PAgP デバイスが検出された場合のみ、PAgP をイ
ネーブルにします。ポートをパッシブ ネゴシエーション ス
テートにします。このステートの場合、ポートは受信した

PAgP パケットに応答しますが、PAgP パケット ネゴシエー
ションを開始しません。EtherChannel メンバーがスイッチ ス
タック内で異なるスイッチに属している場合、このキーワー

ドはサポートされません。

• desirable ― 無条件に、PAgP をイネーブルにします。ポート
をアクティブ ネゴシエーション ステートにします。このス
テートの場合、ポートは PAgP パケットを送信し、他のイン
ターフェイスとのネゴシエーションを開始します。

EtherChannel メンバーがスイッチ スタック内で異なるス
イッチに属している場合、このキーワードはサポートされま

せん。

• on ― PAgP や LACP を使用せずに、ポートを強制的にチャネ
ル化します。on モードでは、on モードのポート グループが
on モードの別のポート グループに接続されている場合の
み、EtherChannel を使用することができます。

• non-silent ― （任意）PAgP 対応のパートナーに接続された
スイッチのポートが auto または desirable モードの場合に、
非サイレント動作を行うようにこのポートを設定します。

non-silent を指定しなかった場合は、サイレントが指定され
たものとみなされます。サイレント設定は、ファイル サー
バまたはパケット アナライザに接続する場合に使用します。
この設定を使用すると、PAgP が動作したり、チャネル グ
ループにポートを接続したり、ポートを伝送に使用できま

す。

• active ― LACP デバイスが検出された場合のみ、LACP をイ
ネーブルにします。ポートをアクティブ ネゴシエーション
ステートにします。このステートの場合、ポートは LACP パ
ケットを送信し、他のインターフェイスとのネゴシエーショ

ンを開始します。

• passive ― ポートで LACP をイネーブルにしてパッシブ ネゴ
シエーション ステートにします。このステートの場合、ポー
トは受信した LACP パケットに応答しますが、LACP パケッ
ト ネゴシエーションを開始しません。

スイッチとパートナー間で互換性のあるモードの詳細について

は、「PAgP モード」（p.34-6）および「LACP モード」（p.34-7）を
参照してください。

ステップ 6 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 7 show running-config 設定を確認します。

ステップ 8 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明
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次に、EtherChannel を設定する例を示します。2 つのポートは、LACP モードが activeであるチャネ
ル 5 に割り当てられます。

Switch# configure terminal 
Switch(config)# interface range gigabitethernet2/0/1 -2 
Switch(config-if-range)# no ip address 
Switch(config-if-range)# no switchport
Switch(config-if-range)# channel-group 5 mode active
Switch(config-if-range)# end

次に、クロススタック EtherChannel を設定する例を示します。スタック メンバー 2 の 2 つのポート
とスタック メンバー 3 の 1 つのポートは、LACP アクティブ モードでチャネル 7 に割り当てられま
す。

Switch# configure terminal 
Switch(config)# interface range gigabitethernet2/0/4 -5 
Switch(config-if-range)# no ip address 
Switch(config-if-range)# no switchport 
Switch(config-if-range)# channel-group 7 mode active 
Switch(config-if-range)# exit
Switch(config)# interface gigabitethernet3/0/3 
Switch(config-if)# no ip address 
Switch(config-if)# no switchport 
Switch(config-if)# channel-group 7 mode active 
Switch(config-if)# exit

EtherChannel ロードバランシングの設定
ここでは、送信元ベースまたは宛先ベースの転送方法を使用し、EtherChannel のロードバランシン
グを設定する方法について説明します。詳細については、「ロードバランシングおよび転送方式」

（p.34-8）を参照してください。

EtherChannel のロードバランシングを設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行し
ます。この手順は任意です。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 port-channel load-balance {dst-ip | 
dst-mac | src-dst-ip | src-dst-mac | src-ip | 
src-mac}

EtherChannel のロードバランシング方法を設定します。

デフォルトは src-macです。

次のいずれかの負荷分散方式を選択します。

• dst-ip ― 宛先ホスト IP アドレスに基づいて負荷分散を行い
ます。

• dst-mac ― 着信パケットの宛先ホスト MAC アドレスに基づ
いて負荷分散を行います。

• src-dst-ip ― 送信元 /宛先ホスト IP アドレスに基づいて負荷
分散を行います。

• src-dst-mac ― 送信元 /宛先ホスト MAC アドレスに基づいて
負荷分散を行います。

• src-ip ― 送信元ホスト IP アドレスに基づいて負荷分散を行
います。

• src-mac ― 着信パケットの送信元 MAC アドレスに基づい
て、負荷分散を行います。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。
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EtherChannel のロードバランシングをデフォルト設定に戻すには、no port-channel load-balance グ
ローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

PAgP 学習方式およびプライオリティの設定
ネットワーク デバイスは PAgP の物理ラーナーまたは集約ポート ラーナーとして分類されます。物
理ポートでアドレスを学習し、その知識に基づいて伝送を指示するデバイスが物理ラーナーです。

集約（論理）ポートでアドレスを学習するデバイスは、集約ポート ラーナーです。学習方式はリン
クの両端で同一に設定する必要があります。

デバイスとそのパートナーが両方とも集約ポート ラーナーである場合、これらは論理ポート チャ
ネルのアドレスを学習します。このデバイスは EtherChannel のポートのいずれかを使用し、送信元
にパケットを送信します。集約ポート学習の場合、どの物理ポートにパケットが着信するかは重要

ではありません。

PAgP は、パートナー デバイスが物理ラーナーになる時期、論理デバイスが集約ポート ラーナーに
なる時期を自動的に検出することはできません。したがって、物理ポートを使用してアドレスを学

習する場合は、ローカル デバイスに手動で学習方式を設定する必要があります。負荷分散方式を送
信元ベースに設定して、指定された送信元 MAC アドレスが常に同じ物理ポートに送信されるよう
にする必要もあります。

グループ内の 1 つのポートですべての伝送を行うように設定して、他のポートをホット スタンバイ
に使用することもできます。選択された 1 つのポートでハードウェア信号が検出されなくなった場
合は、数秒以内にグループ内の未使用のポートに切り替えて動作できます。あるポートが常にパ

ケット伝送に選択されるように設定するには、pagp port-priority インターフェイス コンフィギュ
レーション コマンドを使用してプライオリティを変更します。プライオリティが高いほど、その
ポートが選択される可能性が高まります。

（注） physical-port キーワードが CLI（コマンドライン インターフェイス）で用意されている場合でも、
スイッチは集約ポートでのみアドレス学習を実行できます。pagp learn-method コマンドおよび
pagp port-priority コマンドは、スイッチ ハードウェアに影響を及ぼしませんが、Catalyst 1900 ス
イッチなど、物理ポートによるアドレス学習のみをサポートするデバイスとの PAgP インターオペ
ラビリティを実現するのに必要です。

Catalyst 3750 スイッチに対するリンクの相手方が物理ラーナー（Catalyst 1900 シリーズ スイッチな
ど）である場合は、pagp learn-method physical-port インターフェイス コンフィギュレーション コ
マンドを使用して、Catalyst 3750 スイッチを物理ポート ラーナーとして設定することを推奨しま
す。送信元 MAC アドレスに基づいて負荷分散方式を設定するには、port-channel load-balance
src-macグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。この設定により、送信元アド
レスの学習元である EtherChannel 内の同じポートを使用して、パケットが Catalyst 1900 スイッチに
送信されます。pagp learn-method コマンドは、この場合にのみ使用してください。

スイッチを PAgP 物理ポート ラーナーとして設定し、バンドル内の同じポートがパケット送信用と
して選択されるようにプライオリティを調整するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行
します。この手順は任意です。

ステップ 4 show etherchannel load-balance 設定を確認します。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明
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プライオリティをデフォルト設定に戻すには、no pagp port-priorityインターフェイス コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。学習方式をデフォルト設定に戻すには、no pagp learn-method
インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。

LACP ホットスタンバイ ポートの設定
LACP がイネーブルの場合、チャネル内に最大数の LACP 対応ポートを設定しようとします（最大
16 ポート）。同時にアクティブにできる LACP リンクは 8 つのみです。これ以上のリンクはソフト
ウェアによってホットスタンバイ モードになります。アクティブ リンクの 1 つが非アクティブに
なると、代わりにホットスタンバイ モードになっているリンクがアクティブになります。

EtherChannel グループに 8 リンクより多く設定されている場合、LACP プライオリティに基づいて、
アクティブにするホットスタンバイ ポートがソフトウェアによって自動的に決定されます。ソフト
ウェアは LACP が動作するシステム間のリンクごとに、次の要素（プライオリティ順）からなる一
意のプライオリティを割り当てます。

• LACP システム プライオリティ

• システム ID（スイッチ MAC アドレス）

• LACP ポート プライオリティ

• ポート番号

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id 伝送用のポートを指定し、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。

ステップ 3 pagp learn-method physical-port PAgP 学習方式を選択します。

デフォルトでは、aggregation-port learningが選択されています。
これにより、EtherChannel 内のいずれかのポートを使用して、パ
ケットが送信元に送信されます。集約ポート学習の場合、どの物

理ポートにパケットが着信するかは重要ではありません。

物理ラーナーである別のスイッチに接続するには、physical-port
を選択します。port-channel load-balance グローバル コンフィ
ギュレーション コマンドは、必ず src-mac に設定してください
（「EtherChannel ロードバランシングの設定」[p.34-19] を参照）。

学習方式はリンクの両端で同一に設定する必要があります。

ステップ 4 pagp port-priority priority 選択したポートがパケット伝送用として選択されるように、プラ

イオリティを割り当てます。

priorityの範囲は 0 ～ 255 です。デフォルト値は 128 です。プラ
イオリティが高いほど、ポートが PAgP 伝送に使用される可能性
が高まります。

ステップ 5 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 show running-config

または

show pagp channel-group-number internal

設定を確認します。

ステップ 7 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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プライオリティを比較する場合、値が小さいほどプライオリティは大きくなります。ハードウェア

の制限により互換性のあるポートの一部を集約できない場合は、プライオリティによって、スタン

バイ モードにする必要があるポートが決定されます。

どのポートがアクティブであり、どのポートがホット スタンバイであるかは、2 つのステップで判
断されます。まず、システム プライオリティとシステム ID の数値が低いシステムが判断を行いま
す。次にそのシステムは、ポート プライオリティとポート番号の値に基づき、アクティブなポート
とホット スタンバイになっているポートを判断します。他のシステムのポートプライオリティと
ポート番号の値は使用されません。

LACP システム プライオリティおよび LACP ポート プライオリティのデフォルト値を変更して、ソ
フトウェアによるアクティブおよびスタンバイ リンクの選択方法を変更できます。詳細について
は、「LACP システム プライオリティの設定」（p.34-22）および「LACP ポート プライオリティの設
定」（p.34-23）を参照してください。

LACP システム プライオリティの設定

lacp system-priorityグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、LACP で使用可能な
すべての EtherChannel にシステム プライオリティを設定できます。各 LACP 設定チャネルにはシス
テム プライオリティを設定できません。この値をデフォルトから変更すると、アクティブおよびス
タンバイ リンクの選択方法を変更できます。

ホットスタンバイ モードのポートを確認するには、show etherchannel summaryイネーブル EXEC
コマンドを使用します（ホットスタンバイ モードのポートには H ポートステート フラグが付加さ
れます）。

LACP システム プライオリティを設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を行います。
この手順は任意です。

LACP システム プライオリティをデフォルト値に戻すには、no lacp system-priority グローバル コ
ンフィギュレーション コマンドを使用します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 lacp system-priority priority LACP システム プライオリティを設定します。

priorityの範囲は 1 ～ 65535 です。デフォルト値は 32768 です。 

値が小さいほど、システム プライオリティは高くなります。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show running-config

または

show lacp sys-id

設定を確認します。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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LACP ポート プライオリティの設定

すべてのポートは、デフォルトで同じポート プライオリティに設定されています。ローカル シス
テムのシステム プライオリティおよびシステム ID の値がリモート システムよりも小さい場合は、
LACP EtherChannel ポートのポート プライオリティをデフォルトよりも小さな値に変更して、最初
にアクティブになるホットスタンバイ リンクを変更できます。ポート番号が小さなホットスタンバ
イ ポートほど、先にチャネル内でアクティブになります。ホットスタンバイ モードのポートを確
認するには、show etherchannel summaryイネーブル EXEC コマンドを使用します（ホットスタン
バイ モードのポートには Hポートステート フラグが付加されます）。

（注） LACP が互換性のあるすべてのポートを集約できない場合（たとえば、リモート システムのハード
ウェア上の制限など）、EtherChannel にアクティブに含められないすべてのポートはホット スタン
バイ ステートとなり、チャネル ポートのいずれかが故障した場合のみ使用されます。

LACP ポート プライオリティを設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を行います。こ
の手順は任意です。

LACP ポート プライオリティをデフォルト値に戻すには、no lacp port-priorityインターフェイス コ
ンフィギュレーション コマンドを使用します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id 設定するポートを指定し、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。

ステップ 3 lacp port-priority priority LACP ポート プライオリティを設定します。

priority の範囲は 1 ～ 65535 です。デフォルト値は 32768 です。
値が小さいほど、ポートが LACP 伝送に使用される可能性が高
まります。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show running-config

または

show lacp [channel-group-number] internal

設定を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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EtherChannel、PAgP、および LACP ステータスの表示
EtherChannel、PAgP、および LACP ステータス情報を表示するには、表 34-4に記載されたイネーブ
ル EXEC コマンドを使用します。

PAgP チャネルグループ情報およびトラフィック カウンタをクリアするには、clear pagp 
{channel-group-number counters | counters}イネーブル EXEC コマンドを使用します。

LACP チャネルグループ情報およびトラフィック カウンタをクリアするには、clear lacp 
{channel-group-number counters | counters}イネーブル EXEC コマンドを使用します。

出力内のフィールドについては、このリリースのコマンド リファレンスを参照してください。

• EtherChannel をダウンストリーム インターフェイスとして設定しないでください。

• インターフェイス gi0/1 ～ gi0/16 のみが特定のリンク ステート グループ内のダウンストリーム
ポートとして設定できます。

• インターフェイス gi0/19 ～ gi0/24 のみが特定のリンク ステート グループ内のアップストリー
ム ポートとして設定できます。

表 34-4 EtherChannel、PAgP、および LACP ステータスを表示するためのコマンド

コマンド 説明

show etherchannel [channel-group-number {detail | port 
| port-channel | protocol | summary}] {detail | 
load-balance | port | port-channel | protocol | summary}

EtherChannel 情報を簡潔、詳細に、1 行のサマリー形式で表示しま
す。さらに、ロードバランスまたはフレーム分散方式、ポート、

ポート チャネル、プロトコル情報も表示します。

show pagp [channel-group-number] {counters | internal 
| neighbor}

トラフィック情報、内部 PAgP 設定、近接情報などの PAgP 情報
を表示します。

show lacp [channel-group-number] {counters | internal | 
neighbor}

トラフィック情報、内部 LACP 設定、近接情報などの LACP 情報
を表示します。
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35

IP ユニキャスト ルーティングの設定

この章では、Catalyst 3750スイッチに IP バージョン 4（IPv4）ユニキャスト ルーティングを設定す
る方法について説明します。特に明記しないかぎり、スイッチという用語はスタンドアロン スイッ
チおよびスイッチ スタックを意味します。スイッチ スタックは、ネットワーク内のそれ以外のルー
タに対して、単一のルータとして動作し、認識されます。スタティック ルーティングおよび Routing
Information Protocol（RIP）などの基本的なルーティング機能は、IP ベース イメージ（以前の標準マ
ルチレイヤ イメージ [SMI]）と IP サービス イメージ（以前の拡張マルチレイヤ イメージ [EMI]）の
両方で使用できます。先進のルーティング機能およびその他のルーティング プロトコルを使用する
には、スタンドアロン スイッチやスタック マスターに IP サービス イメージをインストールする必
要があります。

（注） スイッチ スタックが拡張 IP サービス イメージを実行している場合、IP バージョン 6（IPv6）ユニ
キャスト ルーティングもイネーブルにして IPv4 トラフィックに加えて IPv6 トラフィックを転送す
るようにインターフェイスを設定できます。スイッチでの IPv6 の設定の詳細については、第 36 章
「IPv6 ユニキャスト ルーティングの設定」を参照してください。

IP ユニキャスト設定情報の詳細については、『Cisco IOS IP Configuration Guide』 Release 12.2 を参照
してください。この章で使用されるコマンドの構文および使用方法の詳細については、次のコマン

ド リファレンスを参照してください。

• 『Cisco IOS IP Command Reference, Volume 1 of 3:Addressing and Services』 Release 12.2

• 『Cisco IOS IP Command Reference, Volume 2 of 3:Routing Protocols』 Release 12.2

• 『Cisco IOS IP Command Reference, Volume 3 of 3:Multicast』 Release 12.2

この章で説明する内容は、次のとおりです。

• IP ルーティングの概要（p.35-3）

• ルーティングを設定する手順（p.35-6）

• IP アドレス指定の設定（p.35-7）

• IP ユニキャスト ルーティングのイネーブル化（p.35-21）

• RIP の設定（p.35-22）

• OSPF の設定（p.35-28）

• EIGRP の設定（p.35-38）

• BGP の設定（p.35-45）

• マルチ VRF CE の設定（p.35-67）
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• プロトコル独立機能の設定（p.35-78）

• IP ネットワークの表示およびメンテナンス（p.35-92）

（注） スイッチにルーティング パラメータを設定する場合、使用できるユニキャスト ルート数が最大と
なるようにシステム リソースを割り当てるには、sdm prefer routingグローバル コンフィギュレー
ション コマンドを使用し、ルーティング テンプレートに Switch Database Management（SDM）機能
を設定します。SDM テンプレートの詳細については、第 8 章「SDM テンプレートの設定」または
このリリースに対応するコマンド リファレンスの sdm preferコマンドの説明を参照してください。
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IP ルーティングの概要
一部のネットワーク環境で、VLAN（仮想 LAN）は各ネットワークまたはサブネットワークに関連
付けられています。IP ネットワークで、各サブネットワークは 1 つの VLAN に対応しています。
VLAN を設定すると、ブロードキャスト ドメインのサイズを制御し、ローカル トラフィックをロー
カル内にとどめることができます。ただし、異なる VLAN 内のネットワーク デバイスが相互に通
信するには、VLAN 間でトラフィックをルーティング（VLAN 間ルーティング）するレイヤ 3 デバ
イス（ルータ）が必要です。VLAN 間ルーティングでは、適切な宛先 VLAN にトラフィックをルー
ティングするため、1 つまたは複数のルータを設定します。

図 35-1 に基本的なルーティング トポロジーを示します。スイッチ A は VLAN 10 内、スイッチ B
は VLAN 20 内にあります。ルータには各 VLAN のインターフェイスが備わっています。

図 35-1 ルーティング トポロジーの例

VLAN 10 内のホスト A が VLAN 10 内のホスト B と通信する場合、ホスト A はホスト B 宛にアド
レス指定されたパケットを送信します。スイッチ A はパケットをルータに送信せず、ホスト B に
直接転送します。

ホスト A から VLAN 20 内のホスト C にパケットを送信する場合、スイッチ A はパケットをルータ
に転送し、ルータは VLAN 10 インターフェイスでトラフィックを受信します。ルータはルーティ
ング テーブルを調べて正しい発信インターフェイスを判別し、VLAN 20 インターフェイスを経由
してパケットをスイッチ B に送信します。スイッチ B はパケットを受信し、ホスト C に転送します。

ここでは、ルーティングに関する次の内容について説明します。

• ルーティング タイプ（p.35-3）

• IP ルーティングおよびスイッチ スタック（p.35-4）

ルーティング タイプ
ルータおよびレイヤ 3 スイッチは、次の 3 つの方法でパケットをルーティングできます。

• デフォルト ルーティング

• 事前にプログラミングされているトラフィックのスタティック ルートの使用

• ルーティング プロトコルによるルートの動的な計算

デフォルト ルーティングとは、宛先がルータにとって不明であるトラフィックをデフォルトの出口
または宛先に送信することです。

18
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スタティック ユニキャスト ルーティングの場合、パケットは事前に設定されたポートから単一の
パスを通り、ネットワークの内部または外部に転送されます。スタティック ルーティングは安全
で、帯域幅をほとんど使用しません。ただし、リンク障害などのネットワークの変更には自動的に

対応しないため、パケットが宛先に到達しないことがあります。ネットワークが拡大するにつれ、

スタティック ルーティングの設定は煩雑になります。

ルータでは、トラフィックを転送する最適ルートを動的に計算するため、ダイナミック ルーティン
グ プロトコルが使用されます。ダイナミック ルーティング プロトコルには次の 2 つのタイプがあ
ります。

• ディスタンス ベクタ プロトコルを使用するルータでは、ネットワーク リソースの距離の値を
使用してルーティング テーブルを保持し、これらのテーブルをネイバに定期的に渡します。
ディスタンス ベクタ プロトコルは 1 つまたは複数のメトリックを使用し、最適なルートを計
算します。これらのプロトコルは、簡単に設定、使用できます。

• リンク ステート プロトコルを使用するルータでは、ルータ間の Link-State Advertisement（LSA;
リンク ステート アドバタイズ）の交換に基づき、ネットワーク トポロジーに関する複雑なデー
タベースを保持します。LSA はネットワークのイベントによって起動され、コンバージェンス
時間、またはこれらの変更への対応時間を短縮します。リンク ステート プロトコルはトポロ
ジーの変更にすばやく対応しますが、ディスタンス ベクタ プロトコルよりも多くの帯域幅お
よびリソースが必要になります。

スイッチでサポートされているディスタンス ベクタ プロトコルは、RIP および Border Gateway
Protocol（BGP）です。RIP は最適パスを決定するために単一の距離メトリック（コスト）を使用
し、BGP はパス ベクタ メカニズムを追加します。また、Open Shortest Path First（OSPF）リンク ス
テート プロトコル、および従来の Interior Gateway Routing Protocol（IGRP）にリンク ステート ルー
ティング機能の一部を追加して効率化を図った Enhanced IGRP（EIGRP）もサポートされています。

（注） スイッチ スタックでサポートされるプロトコルは、スタック マスター上で稼働しているソフト
ウェアによって決まります。スタック マスター上で IP ベース イメージが稼働している場合は、デ
フォルトのルーティング、スタティック ルーティング、および RIP のみがサポートされます。そ
の他のすべてのルーティング プロトコルには、IP サービス イメージが必要です。

IP ルーティングおよびスイッチ スタック
スタック内のどのスイッチがルーティング ピアに接続されているかに関係なく、ネットワークは
Catalyst 3750 スイッチ スタックを単一ルータとして認識します。スイッチ スタックの動作の詳細に
ついては、第 5 章「スイッチ スタックの管理」を参照してください。

スタック マスターは、次に示す機能を実行します。

• ルーティング プロトコルを初期化し、設定します。

• ルーティング プロトコル メッセージおよびアップデートを他のルータに送信します。

• ピア ルータから受信したルーティング プロトコル メッセージおよびアップデートを処理しま
す。

• distributed Cisco Express Forwarding（dCEF）データベースを生成および維持し、すべてのスタッ
ク メンバーに配信します。このデータベースに基づいて、スタック内のすべてのスイッチに
ルートがプログラムされます。

• スタック マスターの MAC（メディア アクセス制御）アドレスはスタック全体のルータ MAC
アドレスとして使用され、すべての外部デバイスはこのアドレスを使用して IP パケットをス
タックに送信します。

• ソフトウェア転送またはソフトウェア処理を必要とするすべての IP パケットは、スタック マ
スターの CPU を通ります。
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スタック メンバーは、次に示す機能を実行します。

• ルーティング スタンバイ スイッチとして機能します。スタック マスターに障害が発生し、新
規スタック マスターとして選択された場合に、処理を引き継ぐことができます。

• ルートをハードウェアにプログラムします。スタック メンバーによってプログラムされたルー
トは、dCEF データベースの一部としてスタック マスターがダウンロードしたルートと同じで
す。

スタック マスターに障害が発生すると、スタックはスタック マスターがダウンしていることを検
出し、スタック メンバーの 1 つを新規スタック マスターとして選択します。この期間中に、ハー
ドウェアは一時的な中断を除き、プロトコルがアクティブでない状態で、パケットの転送を継続し

ます。

新規スタック マスターは、選択されたときに次の機能を実行します。

• ルーティング アップデートの生成、受信、および処理を開始します。

• ルーティング テーブルを構築し、CEF データベースを生成して、スタック メンバーに配信し
ます。

• ルータ MAC アドレスとして自身の MAC アドレスの使用を開始します。新規 MAC アドレスの
ネットワーク ピアを更新するために、新規ルータ MAC アドレスを使用して Gratuitous Address
Resolution Protocol（ARP）応答を定期的に（5 分間の間、数秒おきに）送信します。

（注） 固定 MAC アドレス機能をスタックに設定してスタック マスターを変更した場合、ス
タック MAC アドレスは約 4 分間変更されません。この期間に前のスタック マスターが
メンバー スイッチとしてスタックに復帰する場合、スタック MAC アドレスは前のス
タック マスターの MAC アドレスのままになります。「固定 MAC アドレスのイネーブ
ル化」（p.5-21）を参照してください。

• ARP 要求をプロキシ ARP IP アドレスに送信し、ARP 応答を受信して、各プロキシ ARP エント
リの到達可能性を判別しようとします。到達可能なプロキシ ARP IP アドレスごとに、新規ルー
タ MAC アドレスを使用して Gratuitous ARP 応答を生成します。このプロセスは、新規スタッ
ク マスターが選択されたあと、5 分間繰り返されます。

（注） スタック マスター上で IP サービス イメージが稼働している場合、スタックは OSPF、IGRP、EIGRP、
BGP を含む、サポートされているすべてのプロトコルを実行できます。スタック マスターに障害
が発生し、新規に選択されたスタック マスター上で IP ベース イメージが稼働している場合、これ
らのプロトコルはスタック内で稼働しなくなります。

注意 スイッチ スタックを複数のスタックに分割すると、ネットワークが適切に動作しなくなる場合が
あります。
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ルーティングを設定する手順

スイッチ上で、IP ルーティングはデフォルトでディセーブルになっています。ルーティングを行う
前に、IP ルーティングをイネーブルにする必要があります。IP ルーティングに関する設定情報の詳
細については、『Cisco IOS IP Configuration Guide』 Release 12.2 を参照してください。

以下の手順では、次に示すレイヤ 3 インターフェイスの 1 つを指定する必要があります。

• ルーテッド ポート：no switchportインターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用
し、レイヤ 3 ポートとして設定された物理ポート。

• Switch Virtual Interface（SVI）：interface vlan vlan_idグローバル コンフィギュレーション コマ
ンドによって作成された VLAN インターフェイス。デフォルトではレイヤ 3 インターフェイス
です。

• レイヤ 3 モードの EtherChannel ポート チャネル：interface port-channel port-channel-numberグ
ローバル コンフィギュレーション コマンドを使用し、イーサネット インターフェイスをチャ
ネル グループにバインドして作成されたポート チャネル論理インターフェイスです。詳細に
ついては、「レイヤ 3 EtherChannel の設定」（p.34-16）を参照してください。

（注） スイッチではユニキャスト ルーテッド トラフィックのトンネル インターフェイスはサポートされ
ません。

ルーティングが発生するすべてのレイヤ 3 インターフェイスに、IP アドレスを割り当てる必要があ
ります。「ネットワーク インターフェイスへの IP アドレスの割り当て」（p.35-8）を参照してくださ
い。

（注） レイヤ 3 スイッチでは、ルーテッド ポートおよび SVI ごとに IP アドレスを 1 つ割り当てることが
できます。ソフトウェアに、設定できるルーテッド ポートおよび SVI の個数制限はありません。た
だし、ハードウェアによって制限されるため、設定できるルーテッド ポートおよび SVI の個数と、
実装されている機能の組み合わせによっては、CPU 利用率が影響を受けることがあります。システ
ム メモリをルーティング用に最適化するには、sdm prefer routing グローバル コンフィギュレー
ション コマンドを使用します。

ルーティングを設定するための主な手順は次のとおりです。

• VLAN インターフェイスをサポートするために、スイッチ スタックで VLAN を作成および設
定し、レイヤ 2 インターフェイスに VLAN メンバーシップを割り当てます。詳細については、
第 13 章「VLAN の設定」を参照してください。

• レイヤ 3 インターフェイスを設定します。

• スイッチ上で IP ルーティングをイネーブルに設定します。

• レイヤ 3 インターフェイスに IP アドレスを割り当てます。

• 選択したルーティング プロトコルをスイッチ上でイネーブルにします。

• ルーティング プロトコル パラメータを設定します（任意）。
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IP アドレス指定の設定
IP ルーティングを設定するには、レイヤ 3 ネットワーク インターフェイスに IP アドレスを割り当
ててインターフェイスをイネーブルにし、IP を使用するインターフェイスを経由してホストとの通
信を許可する必要があります。ここでは、さまざまな IP アドレス機能の設定方法について説明し
ます。IP アドレスをインターフェイスに割り当てる手順は必須ですが、その他の手順は任意です。

• アドレス指定のデフォルト設定（p.35-7）

• ネットワーク インターフェイスへの IP アドレスの割り当て（p.35-8）

• アドレス解決方法の設定（p.35-10）

• IP ルーティングがディセーブルの場合のルーティング支援機能（p.35-13）

• ブロードキャスト パケットの処理方法の設定（p.35-15）

• IP アドレスの表示およびメンテナンス（p.35-20）

アドレス指定のデフォルト設定

表 35-1に、アドレス指定のデフォルト設定を示します。

表 35-1 アドレス指定のデフォルト設定

機能 デフォルト設定

IP アドレス 定義なし

ARP ARP キャッシュに永続的なエントリはありません。

カプセル化：標準イーサネット形式の ARP

タイムアウト：14400 秒（4 時間）

IP ブロードキャスト アド
レス

255.255.255.255（すべて 1）

IP クラスレス ルーティン
グ

イネーブル

IP デフォルト ゲートウェ
イ

ディセーブル

IP 指定ブロードキャスト ディセーブル（すべての IP 指定ブロードキャストが廃棄されます）

IP ドメイン ドメイン リスト：ドメイン名は未定義

ドメイン検索：イネーブル

ドメイン名：イネーブル

IP 転送プロトコル ヘルパー アドレスが定義されているか、または UDP フラッディング
が設定されている場合、デフォルト ポートでは UDP 転送がイネーブ
ルとなります。

ローカル ブロードキャスト：ディセーブル

Spanning-Tree Protocol（STP; スパニングツリー プロトコル）：ディセー
ブル

ターボフラッディング：ディセーブル

IP ヘルパー アドレス ディセーブル

IP ホスト ディセーブル
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ネットワーク インターフェイスへの IP アドレスの割り当て
IP アドレスは IP パケットの送信先を特定します。一部の IP アドレスは特殊な目的のために予約さ
れていて、ホスト、サブネット、またはネットワーク アドレスには使用できません。RFC 1166
「Internet Numbers」に、IP アドレスに関する公式の説明が記載されています。

インターフェイスには、1 つのプライマリ IP アドレスを設定できます。マスクは、IP アドレスの
ネットワーク番号を表すビットを特定します。マスクを使用してネットワークをサブネット化する

場合、そのマスクをサブネット マスクと呼びます。割り当てられているネットワーク番号について
は、インターネット サービス プロバイダーにお問い合わせください。

IP アドレスおよびネットワーク マスクをレイヤ 3 インターフェイスに割り当てるには、イネーブ
ル EXEC モードで次の手順を実行します。

サブネット ゼロの使用

サブネット アドレスがゼロであるサブネットを作成しないでください。同じアドレスを持つネット
ワークおよびサブネットがある場合に問題が発生することがあります。たとえば、ネットワーク

131.108.0.0 のサブネットが 255.255.255.0 の場合、サブネット ゼロは 131.108.0.0 と記述され、ネッ
トワーク アドレスと同じとなってしまいます。

ICMP Router Discovery 
Protocol（IRDP）

ディセーブル

イネーブルの場合のデフォルト： 

• ブロードキャスト IRDP アドバタイズ

• アドバタイズ間の最大インターバル：600 秒

• アドバタイズ間の最小インターバル：最大インターバルの 0.75 倍

• 初期設定： 0

IP プロキシ ARP イネーブル

IP ルーティング ディセーブル

IP サブネットゼロ ディセーブル

表 35-1 アドレス指定のデフォルト設定（続き）

機能 デフォルト設定

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id 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、設
定するレイヤ 3 インターフェイスを指定します。

ステップ 3 no switchport レイヤ 2 コンフィギュレーション モードからインターフェイ
スを削除します（物理インターフェイスの場合）。

ステップ 4 ip address ip-address subnet-mask IP アドレスおよび IP サブネット マスクを設定します。

ステップ 5 no shutdown インターフェイスをイネーブルにします。

ステップ 6 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 7 show interfaces [interface-id]
show ip interface [interface-id]
show running-config interface [interface-id]

設定を確認します。

ステップ 8 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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すべてが 1 のサブネット（131.108.255.0）は使用可能です。また、IP アドレス用にサブネット ス
ペース全体が必要な場合は、サブネット ゼロの使用をイネーブルにすることができます（ただし推
奨しません）。

サブネット ゼロをイネーブルにするには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

デフォルトに戻して、サブネット ゼロの使用をディセーブルにするには、no ip subnet-zeroグロー
バル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

クラスレス ルーティング

ルーティングを行うように設定されたスイッチで、クラスレス ルーティング動作はデフォルトでイ
ネーブルとなっています。クラスレス ルーティングがイネーブルの場合、デフォルト ルートがな
いネットワークのサブネット宛パケットをルータが受信すると、ルータは最適なスーパーネット

ルートにパケットを転送します。スーパーネットは、単一の大規模アドレス スペースをシミュレー
トするために使用されるクラス C アドレス スペースの連続ブロックで構成されています。スーパー
ネットは、クラス B アドレス スペースの急速な枯渇を回避するために設計されました。

図 35-2では、クラスレス ルーティングがイネーブルとなっています。ホストがパケットを 128.20.4.1
に送信すると、ルータはパケットを廃棄せずに、最適なスーパーネット ルートに転送します。クラ
スレス ルーティングがディセーブルの場合、デフォルト ルートがないネットワークのサブネット
宛パケットを受信したルータは、パケットを廃棄します。

図 35-2 IP クラスレス ルーティングがイネーブルの場合

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 ip subnet-zero インターフェイス アドレスおよびルーティングの更新時にサブ
ネット ゼロの使用をイネーブルにします。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show running-config 設定を確認します。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

128.20.1.0

128.20.2.0

128.20.3.0

128.20.4.1

128.0.0.0/8

128.20.4.1

IP 

45
74

9

128.20.0.0
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図 35-3では、ネットワーク 128.20.0.0 のルータはサブネット 128.20.1.0、128.20.2.0、128.20.3.0 に接
続されています。ホストがパケットを 128.20.4.1 に送信した場合、ネットワークのデフォル ルート
が存在しないため、ルータはパケットを廃棄します。

図 35-3 IP クラスレス ルーティングがディセーブルの場合

認識されないサブネット宛のパケットが最適なスーパーネット ルートに転送されないようにする
には、クラスレス ルーティング動作をディセーブルにします。

クラスレス ルーティングをディセーブルにするには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行
します。

デフォルトに戻して、デフォルト ルートがないネットワークのサブネット宛パケットが最適なスー
パーネット ルートに転送されるようにするには、ip classless グローバル コンフィギュレーション
コマンドを使用します。

アドレス解決方法の設定

インターフェイス固有の IP 処理方法を制御するには、アドレス解決を行います。IP を使用するデ
バイスには、ローカル セグメントまたは LAN 上のデバイスを一意に定義するローカル アドレス
（MAC アドレス）と、デバイスが属するネットワークを特定するネットワーク アドレスがあります。

（注） Catalyst 3750 スイッチ スタックでは、スタックの単一の MAC アドレスおよび IP アドレスを使用し
て、ネットワーク通信を行います。

128.20.1.0

128.20.2.0

128.20.3.0

128.20.4.1

128.0.0.0/8

128.20.4.1

45
74

8

128.20.0.0

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 no ip classless クラスレス ルーティング動作をディセーブルにします。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show running-config 設定を確認します。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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ローカルアドレス（MAC アドレス）は、パケット ヘッダーのデータ リンク層（レイヤ 2）セクショ
ンに格納されて、データ リンク（レイヤ 2）デバイスによって読み取られるため、データ リンク
アドレスと呼びます。ソフトウェアがイーサネット上のデバイスと通信するには、デバイスの MAC
アドレスを学習する必要があります。IP アドレスから MAC アドレスを学習するプロセスを、「ア
ドレス解決」と呼びます。MAC アドレスから IP アドレスを学習するプロセスを、「逆アドレス解
決」と呼びます。

スイッチでは、次の形式のアドレス解決を行うことができます。

• ARPP アドレスは、MAC アドレスと関連付ける際に使用します。ARP は IP アドレスを入力と
解釈し、対応する MAC アドレスを学習します。次に、IP アドレス /MAC アドレスの関連を
ARP キャッシュに格納し、すぐに取り出せるようにします。その後、IP データグラムはリンク
層フレームにカプセル化され、ネットワークを通じて送信されます。イーサネット以外の IEEE
802 ネットワークにおける IP データグラムのカプセル化、および ARP 要求や応答については、
Subnetwork Access Protocol（SNAP）で規定されています。

• プロキシ ARP は、ルーティング テーブルを持たないホストで、他のネットワークまたはサブ
ネット上のホストの MAC アドレスを学習できるようにします。スイッチ（ルータ）が送信元
と異なるインターフェイス上のホストに宛てた ARP 要求を受信した場合、そのルータに他のイ
ンターフェイスを経由してそのホストに至るすべてのルートが格納されていれば、ルータは自

身のローカル データ リンク アドレスを示すプロキシ ARP パケットを生成します。ARP 要求を
送信したホストはルータにパケットを送信し、ルータはパケットを目的のホストに転送しま

す。

スイッチでは、ARP と同様の機能（ローカル MAC アドレスでなく IP アドレスを要求する点を除
く）を持つ Reverse Address Resolution Protocol（RARP）も使用できます。RARP を使用するには、
ルータ インターフェイスと同じネットワーク セグメント上に RARP サーバを設置する必要があり
ます。サーバを識別するには、ip rarp-server addressインターフェイス コンフィギュレーション コ
マンドを使用します。

RARP の詳細については、『Cisco IOS Configuration Fundamentals Configuration Guide』 Release 12.2 を
参照してください。

アドレス解決を設定するために必要な作業は次のとおりです。

• スタティック ARP キャッシュの定義（p.35-11）

• ARP カプセル化の設定（p.35-12）

• プロキシ ARP のイネーブル化（p.35-13）

スタティック ARP キャッシュの定義

ARP および他のアドレス解決プロトコルを使用すると、IP アドレスと MAC アドレス間を動的に
マッピングできます。ほとんどのホストでは動的なアドレス解決がサポートされているため、通常

の場合、スタティック ARP キャッシュ エントリを指定する必要はありません。スタティック ARP
キャッシュ エントリを定義する必要がある場合は、グローバルに定義できます。グローバルに定義
すると、IP アドレスを MAC アドレスに変換するために使用される永続的なエントリを、ARP
キャッシュに確保できます。また、指定された IP アドレスがスイッチに属する場合と同じ方法で、
スイッチが ARP 要求に応答するように指定することもできます。ARP エントリを永続的なエント
リにしない場合は、ARP エントリのタイムアウト期間を指定できます。

IP アドレスと MAC アドレスの間でスタティック マッピングを行うには、イネーブル EXEC モード
で次の手順を実行します。
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ARP キャッシュからエントリを削除するには、no arp ip-address hardware-address typeグローバル コ
ンフィギュレーション コマンドを使用します。ARP キャッシュから非スタティック エントリをす
べて削除するには、clear arp-cacheイネーブル EXEC コマンドを使用します。

ARP カプセル化の設定

IP インターフェイスでは、イーサネット ARP 形式の ARP カプセル化（arpa キーワードで表され
る）がデフォルトでイネーブルに設定されています。ネットワークの必要性に応じて、カプセル化

方法を SNAP に変更できます。

ARP カプセル化タイプを指定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 arp ip-address hardware-address type ARP キャッシュ内で IP アドレスを MAC（ハードウェア）アドレ
スにグローバルに関連付け、次に示すカプセル化タイプのいずれ

かを指定します。

• arpa ― ARP カプセル化（イーサネット インターフェイス用）

• snap ― SNAP カプセル化（トークンリングおよび Fiber
Distributed Data Interface [FDDI] インターフェイス用）

• sap ― HP の ARP タイプ

ステップ 3 arp ip-address hardware-address type 
[alias]

（任意）指定された IP アドレスがスイッチに属する場合と同じ方
法で、スイッチが ARP 要求に応答するように指定します。

ステップ 4 interface interface-id 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、設
定するインターフェイスを指定します。

ステップ 5 arp timeout seconds （任意）ARP キャッシュ エントリがキャッシュに保持される期間
を設定します。デフォルトは 14400 秒（4 時間）です。指定でき
る範囲は 0 ～ 2147483 秒です。

ステップ 6 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 7 show interfaces [interface-id] すべてのインターフェイスまたは特定のインターフェイスで使

用される ARP のタイプおよびタイムアウト値を確認します。

ステップ 8 show arp

または

show ip arp

ARP キャッシュの内容を表示します。

ステップ 9 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id 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、設
定するレイヤ 3 インターフェイスを指定します。

ステップ 3 arp {arpa | snap} ARP カプセル化方法を指定します。

• arpa ― ARP

• snap ― SNAP

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。
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カプセル化タイプをディセーブルにするには、no arp arpaまたは no arp snapインターフェイス コ
ンフィギュレーション コマンドを使用します。

プロキシ ARP のイネーブル化

デフォルトでは、プロキシ ARP が使用されます。ホストが他のネットワークまたはサブネット上
のホストの MAC アドレスを学習できるようにするためです。

ディセーブルになっているプロキシ ARP をイネーブルにするには、イネーブル EXEC モードで次
の手順を実行します。

インターフェイスでプロキシ ARP をディセーブルにするには、no ip proxy-arp インターフェイス
コンフィギュレーション コマンドを使用します。

IP ルーティングがディセーブルの場合のルーティング支援機能
次のメカニズムを使用することで、スイッチは IP ルーティングがイネーブルでない場合、別のネッ
トワークへのルートを取得できます。

• プロキシ ARP（p.35-13）

• デフォルト ゲートウェイ（p.35-14） 

• IRDP（p.35-14）

プロキシ ARP

プロキシ ARP は、他のルートを取得する場合の最も一般的な方法です。プロキシ ARP を使用する
と、ルーティング情報を持たないイーサネット ホストと、他のネットワークまたはサブネット上の
ホストとの通信が可能になります。このホストでは、すべてのホストが同じローカルイーサネット

上にあり、ARP を使用して MAC アドレスを学習すると想定されています。送信元と異なるネット
ワーク上にあるホストに宛てた ARP 要求を受信したスイッチは、そのホストへの最適なルートが
あるかどうかを調べます。最適ルートがある場合、スイッチはスイッチ自身のイーサネット MAC
アドレスが格納された ARP 応答パケットを送信します。要求の送信元ホストはパケットをスイッ
チに送信し、スイッチは目的のホストにパケットを転送します。プロキシ ARP は、すべてのネッ
トワークをローカルな場合と同様に処理し、IP アドレスごとに ARP 処理を実行します。

ステップ 5 show interfaces [interface-id] すべてのインターフェイスまたは指定されたインターフェイス

の ARP カプセル化設定を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id 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、設定す
るレイヤ 3 インターフェイスを指定します。

ステップ 3 ip proxy-arp インターフェイスでプロキシ ARP をイネーブルにします。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show ip interface [interface-id] 指定されたインターフェイスまたはすべてのインターフェイスの設

定を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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プロキシ ARP は、デフォルトでイネーブルに設定されています。ディセーブル化されたプロキシ
ARP をイネーブルにするには、「プロキシ ARP のイネーブル化」（p.35-13）を参照してください。
プロキシ ARP は、他のルータでサポートされているかぎり有効です。

デフォルト ゲートウェイ

ルートを特定するもう 1 つの方法は、デフォルト ルータ、つまりデフォルト ゲートウェイを定義
する方法です。ローカルでないすべてのパケットはこのルータに送信されます。このルータは適切

なルーティングを行う、または IP Control Message Protocol（ICMP）リダイレクト メッセージを返
信するという方法で、ホストが使用するローカル ルータを定義します。スイッチはリダイレクト
メッセージをキャッシュに格納し、各パケットをできるだけ効率的に転送します。この方法には、

デフォルト ルータがダウンした場合、または使用できなくなった場合に、検出が不可能となる制限
があります。

IP ルーティングがディセーブルの場合にデフォルト ゲートウェイ（ルータ）を定義するには、イ
ネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

この機能をディセーブルにするには、no ip default-gatewayグローバル コンフィギュレーション コ
マンドを使用します。

IRDP

ルータ ディスカバリを使用すると、スイッチは IRDP を使用し、他のネットワークへのルートを動
的に取得します。ホストは IRDP を使用し、ルータを特定します。クライアントとして動作してい
るスイッチは、ルータ ディスカバリ パケットを生成します。ホストとして動作しているスイッチ
は、ルータ ディスカバリ パケットを受信します。スイッチは RIP ルーティングの更新を受信し、こ
の情報からルータの場所を推測することもできます。実際のところ、ルーティング デバイスによっ
て送信されたルーティング テーブルは、スイッチに格納されません。どのシステムがデータを送信
しているのかが、記録されるだけです。IRDP を使用する利点は、プライオリティと、パケットが
受信されなくなってからデバイスがダウンしているとみなされるまでの期間を、ルータごとに両方

指定できることです。

検出された各デバイスは、デフォルト ルータの候補となります。現在のデフォルト ルータがダウ
ンしたと宣言された場合、または再送信が多すぎて TCP 接続がタイムアウトになりつつある場合、
プライオリティが上位のルータが検出されると、最も高いプライオリティを持つ新しいルータが選

択されます。

インターフェイスで IRDP ルーティングを行う場合は、インターフェイスで IRDP 処理をイネーブ
ルにしてください。IRDP 処理をイネーブルにすると、デフォルトのパラメータが適用されます。こ
れらのパラメータを変更することもできます。

インターフェイス上で IRDP をイネーブルにして設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手
順を実行します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 ip default-gateway ip-address デフォルト ゲートウェイ（ルータ）を設定します。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show ip redirects 設定を確認するため、デフォルト ゲートウェイ ルータのアドレ
スを表示します。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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maxadvertinterval 値を変更すると、holdtime 値および minadvertinterval 値も変更されます。最初
に maxadvertinterval値を変更し、次に holdtime値またはminadvertinterval値のいずれかを手動で
変更することが重要です。

IRDP ルーティングをディセーブルにするには、no ip irdpインターフェイス コンフィギュレーショ
ン コマンドを使用します。

ブロードキャスト パケットの処理方法の設定
IP インターフェイス アドレスを設定したあとで、ルーティングをイネーブルにしたり、1 つまたは
複数のルーティング プロトコルを設定したり、ネットワーク ブロードキャストへのスイッチの応
答方法を設定できます。ブロードキャストは、物理ネットワーク上のすべてのホスト宛のデータ パ
ケットです。2 種類のブロードキャストがサポートされています。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id 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、設定す
るレイヤ 3 インターフェイスを指定します。

ステップ 3 ip irdp インターフェイス上で IRDP 処理をイネーブルにします。

ステップ 4 ip irdp multicast （任意）IP ブロードキャストの代わりとして、マルチキャスト アド
レス（224.0.0.1）に IRDP アドバタイズを送信します。

（注） このコマンドを使用すると、IRDP パケットをマルチキャス
トとして送信するサン マイクロシステムズ社の Solaris との
互換性を維持できます。実装機能の中には、これらのマルチ
キャストを受信できないものも多くあります。このコマンド
を使用する前に、エンドホストがこの機能に対応しているこ
とを確認してください。

ステップ 5 ip irdp holdtime seconds （任意）アドバタイズが有効である IRDP 期間を設定します。デフォ
ルトは maxadvertinterval 値の 3 倍です。maxadvertinterval 値より
も大きな値（9000 秒以下）を指定する必要があります。
maxadvertinterval値を変更すると、この値も変更されます。

ステップ 6 ip irdp maxadvertinterval seconds （任意）アドバタイズ間の IRDP の最大インターバルを設定します。
デフォルト値は 600 秒です。

ステップ 7 ip irdp minadvertinterval seconds （任意）アドバタイズ間の IRDP の最小インターバルを設定します。
デフォルトはmaxadvertinterval値の 0.75 倍です。maxadvertinterval
を変更すると、この値も新しいデフォルト値（maxadvertintervalの
0.75 倍）に変更されます。

ステップ 8 ip irdp preference number （任意）デバイスの IRDP 初期設定レベルを設定します。指定できる
範囲は –231～ 231で、デフォルトは 0 です。大きな値を設定すると、
ルータの初期設定レベルも高くなります。

ステップ 9 ip irdp address address [number] （任意）プロキシ アドバタイズを行うために必要な IRDP アドレスと
初期設定を指定します。

ステップ 10 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 11 show ip irdp IRDP 値を表示し、設定を確認します。

ステップ 12 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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• 指定ブロードキャスト パケット ― 特定のネットワークまたは一連のネットワークに送信され
ます。指定ブロードキャスト アドレスには、ネットワークまたはサブネット フィールドが含
まれます。

• フラッディング ブロードキャスト パケット ― すべてのネットワークに送信されます。

（注） storm-controlインターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用して、トラフィック抑制
レベルを設定し、レイヤ 2 インターフェイスでブロードキャスト、ユニキャスト、およびマルチ
キャスト トラフィックを制限できます。詳細については、第 25 章「ポートベースのトラフィック
制御の設定」を参照してください。

ルータはローカル ケーブル長を制限して、ブロードキャスト ストームを防ぎます。ブリッジ（イ
ンテリジェントなブリッジを含む）はレイヤ 2 デバイスであるため、ブロードキャストはすべての
ネットワーク セグメントに転送され、ブロードキャスト ストームが伝播します。ブロードキャス
ト ストーム問題を解決する最善の方法は、ネットワーク上で単一のブロードキャスト アドレス方
式を使用することです。最新の IP 実装機能ではほとんどの場合、アドレスをブロードキャスト ア
ドレスとして使用するように設定できます。スイッチ内の機能をはじめ、多数の実装機能では、ブ

ロードキャスト メッセージを転送するためのアドレス方式が複数サポートされています。

これらの方式をイネーブルにするには、次に示す作業を実行します。

• 指定ブロードキャストから物理ブロードキャストへの変換のイネーブル化（p.35-16）

• UDP ブロードキャスト パケットおよびプロトコルの転送（p.35-17）

• IP ブロードキャスト アドレスの確立（p.35-18）

• IP ブロードキャストのフラッディング（p.35-19）

指定ブロードキャストから物理ブロードキャストへの変換のイネーブル化

デフォルトでは、IP 指定ブロードキャストが廃棄されるため、転送されることはありません。IP 指
定ブロードキャストが廃棄されると、ルータがサービス妨害攻撃にさらされる危険が少なくなりま

す。

ブロードキャストが物理（MAC レイヤ）ブロードキャストになるインターフェイスでは、IP 指定
ブロードキャストの転送をイネーブルにできます。ip forward-protocol グローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用し、設定されたプロトコルのみを転送できます。

転送するブロードキャストを制御するアクセス リストを指定できます。アクセス リストを指定す
ると、アクセス リストで許可されている IP パケットのみが、指定ブロードキャストから物理ブロー
ドキャストに変換できるようになります。アクセス リストの詳細については、第 32 章「ACL によ
るネットワーク セキュリティの設定」を参照してください。

インターフェイス上で IP 指定ブロードキャストの転送をイネーブルにするには、イネーブル EXEC
モードで次の手順を実行します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id 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、設
定するインターフェイスを指定します。
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指定ブロードキャストから物理ブロードキャストへの変換をディセーブルにするには、no ip
directed-broadcastインターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。プロトコル
またはポートを削除するには、no ip forward-protocol グローバル コンフィギュレーション コマン
ドを使用します。

UDP ブロードキャスト パケットおよびプロトコルの転送

UDP は IP のホスト間レイヤ プロトコルで、TCP と同様です。UDP はオーバーヘッドが少ない、コ
ネクションレスのセッションを 2 つのエンド システム間に提供しますが、受信されたデータグラム
の確認応答は行いません。場合に応じてネットワーク ホストは UDP ブロードキャストを使用し、
アドレス、コンフィギュレーション、および名前に関する情報を判別します。このようなホストが、

サーバを含まないネットワーク セグメント上にある場合、通常 UDP ブロードキャストは転送され
ません。この状況を改善するには、特定のクラスのブロードキャストをヘルパー アドレスに転送す
るように、ルータのインターフェイスを設定します。インターフェイスごとに、複数のヘルパー ア
ドレスを使用できます。

UDP 宛先ポートを指定し、転送される UDP サービスを制御できます。複数の UDP プロトコルを指
定することもできます。旧式のディスクレス Sun ワークステーションおよびネットワーク セキュリ
ティ プロトコル SDNS で使用される Network Disk（ND）プロトコルも指定できます。

ヘルパー アドレスがインターフェイスに定義されている場合、デフォルトでは UDP と ND の両方
の転送がイネーブルになっています。『Cisco IOS IP Command Reference, Volume 1 of 3: Addressing and
Services』 Release 12.2 に記載されているip forward-protocolインターフェイス コンフィギュレーショ
ン コマンドの説明には、UDP ポートを指定しない場合のデフォルトで転送されるポートの一覧が
あります。

UDP ブロードキャストの転送を設定するときに UDP ポートを指定しないと、ルータは BOOTP 転
送エージェントとして動作するように設定されます。BOOTP パケットは DHCP 情報を搬送します。

ステップ 3 ip directed-broadcast [access-list-number] インターフェイス上で、指定ブロードキャストから物理ブロード
キャストへの変換をイネーブルにします。転送するブロードキャ

ストを制御するアクセス リストを指定できます。アクセス リス
トを指定すると、アクセス リストで許可されている IP パケット
のみが変換可能となります。

ステップ 4 exit グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 5 ip forward-protocol {udp [port] | nd | 
sdns}

ブロードキャスト パケットを転送するとき、ルータによって転
送されるプロトコルおよびポートを指定します。

• udp ― UDP データグラムを転送します。

port：（任意）転送される UDP サービスを制御する宛先ポー
トです。

• nd ― ND データグラムを転送します。

• sdns ― SDNS データグラムを転送します。

ステップ 6 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 7 show ip interface [interface-id]

または

show running-config

指定されたインターフェイスまたはすべてのインターフェイス

の設定を確認します。

ステップ 8 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明
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インターフェイスで UDP ブロードキャスト パケットの転送をイネーブルにし、宛先アドレスを指
定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

特定アドレスへのブロードキャスト パケットの転送をディセーブルにするには、
no ip helper-address インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。プロトコ
ルまたはポートを削除するには、no ip forward-protocol グローバル コンフィギュレーション コマ
ンドを使用します。

IP ブロードキャスト アドレスの確立

最も一般的な（デフォルトの）IP ブロードキャスト アドレスは、すべて 1 で構成されているアド
レスです（255.255.255.255）。ただし、任意の形式の IP ブロードキャスト アドレスを生成するよう
にスイッチを設定することもできます。

インターフェイス上で IP ブロードキャスト アドレスを設定するには、イネーブル EXEC モードで
次の手順を実行します。

デフォルトの IP ブロードキャスト アドレスに戻すには、no ip broadcast-addressインターフェイス
コンフィギュレーション コマンドを使用します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id 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、設
定するレイヤ 3 インターフェイスを指定します。

ステップ 3 ip helper-address address 転送をイネーブルにし、BOOTP などの UDP ブロードキャスト
パケットを転送するための宛先アドレスを指定します。

ステップ 4 exit グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 5 ip forward-protocol {udp [port] | nd | 
sdns}

ブロードキャスト パケットを転送するときに、ルータによって
転送されるプロトコルを指定します。

ステップ 6 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 7 show ip interface [interface-id]

または

show running-config

指定されたインターフェイスまたはすべてのインターフェイス

の設定を確認します。

ステップ 8 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id 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、設
定するインターフェイスを指定します。

ステップ 3 ip broadcast-address ip-address デフォルト値と異なるブロードキャスト アドレス（128.1.255.255
など）を入力します。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show ip interface [interface-id] 指定されたインターフェイスまたはすべてのインターフェイス

のブロードキャスト アドレスを確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。



第 35章      IP ユニキャスト ルーティングの設定
IP アドレス指定の設定

35-19
Catalyst 3750 スイッチ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

78-16180-06-J

IP ブロードキャストのフラッディング

IP ブロードキャストをインターネットワーク全体に、制御可能な方法でフラッディングできるよう
にするには、ブリッジング STP で作成されたデータベースを使用します。この機能を使用すると、
ループも回避できます。この機能を使用できるようにするには、フラッディングが行われるイン

ターフェイスごとにブリッジングを設定する必要があります。ブリッジングが設定されていないイ

ンターフェイス上でも、ブロードキャストを受信できます。ただし、ブリッジングが設定されてい

ないインターフェイスでは、受信したブロードキャストが転送されません。また、異なるインター

フェイスで受信されたブロードキャストを送信する場合、このインターフェイスは使用されませ

ん。

IP ヘルパー アドレスのメカニズムを使用して単一のネットワーク アドレスに転送されるパケット
を、フラッディングできます。各ネットワーク セグメントには、パケットのコピーが 1 つのみ送信
されます。

フラッディングを行う場合、パケットは次の条件を満たす必要があります（これらの条件は、IP ヘ
ルパー アドレスを使用してパケットを転送するときの条件と同じです）。

• パケットは MAC レベルのブロードキャストでなければなりません。

• パケットは IP レベルのブロードキャストでなければなりません。

• パケットは Trivial File Transfer Protocol（TFTP; 簡易ファイル転送プロトコル）、Domain Name
System（DNS; ドメイン ネーム システム）、Time、NetBIOS、ND、または BOOTP パケット、ま
たは ip forward-protocol udpグローバル コンフィギュレーション コマンドで指定された UDP
でなければなりません。

• パケットの Time To Live（TTL）値は 2 以上でなければなりません。

フラッディングされた UDP データグラムには、出力インターフェイスで ip broadcast-addressイン
ターフェイス コンフィギュレーション コマンドによって指定された宛先アドレスを設定します。
宛先アドレスを、任意のアドレスに設定できます。このため、データグラムがネットワーク内を伝

播するにつれ、宛先アドレスが変更されることもあります。送信元アドレスは変更されません。TTL
値は減ります。

フラッディングされた UDP データグラムがインターフェイスから送信されると（場合によっては
宛先アドレスが変更される）、データグラムは通常の IP 出力ルーチンに渡されます。このため、出
力インターフェイスにアクセス リストがある場合、データグラムはその影響を受けます。

ブリッジング スパニングツリー データベースを使用し、UDP データグラムをフラッディングする
には、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

IP ブロードキャストのフラッディングをディセーブルにするには、no ip forward-protocol 
spanning-treeグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

スイッチでは、パケットの大部分がハードウェアで転送され、スイッチの CPU を経由しません。
CPU に送信されるパケットの場合は、ターボフラッディングを使用し、スパニングツリーベースの
UDP フラッディングを約 4 ～ 5 倍高速化します。この機能は、ARP カプセル化用に設定されたイー
サネット インターフェイスでサポートされています。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 ip forward-protocol spanning-tree ブリッジング スパニングツリー データベースを使用し、UDP
データグラムをフラッディングします。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show running-config 設定を確認します。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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スパニングツリーベースのフラッディングを向上させるには、イネーブル EXEC モードで次の手順
を実行します

この機能をディセーブルにするには、no ip forward-protocol turbo-flood グローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。

IP アドレスの表示およびメンテナンス
特定のキャッシュ、テーブル、またはデータベースの内容が無効になる場合、または無効である可

能性がある場合は、clear イネーブル EXEC コマンドを使用し、すべての内容を消去できます。表
35-2に、内容を消去するために使用するコマンドを示します。

IP ルーティング テーブル、キャッシュ、データベースの内容、ノードへの到達可能性、ネットワー
ク内のパケットのルーティング経路など、特定の統計情報を表示できます。表 35-3 に、IP 統計情
報を表示するために使用するイネーブル EXEC コマンドを示します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 ip forward-protocol turbo-flood スパニングツリー データベースを使用し、UDP データグラムの
フラッディングを高速化します。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show running-config 設定を確認します。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

表 35-2 キャッシュ、テーブル、データベースを消去するコマンド

コマンド 説明

clear arp-cache IP ARP キャッシュおよび高速スイッチング キャッシュを消去します。

clear host {name | *} ホスト名およびアドレス キャッシュから 1 つまたはすべてのエントリを削除し
ます。

clear ip route {network [mask] |*} IP ルーティング テーブルから 1 つまたは複数のルートを削除します。

表 35-3 キャッシュ、テーブル、データベースを表示するコマンド 

コマンド 説明

show arp ARP テーブルのエントリを表示します。

show hosts デフォルトのドメイン名、検索サービスの方式、サーバ ホスト名、および
キャッシュに格納されているホスト名とアドレスのリストを表示します。

show ip aliases TCP ポートにマッピングされた IP アドレスを表示します（エイリアス）。

show ip arp IP ARP キャッシュを表示します。

show ip interface [interface-id] インターフェイスの IP ステータスを表示します。

show ip irdp IRDP 値を表示します。

show ip masks address ネットワーク アドレスに対して使用されるマスクおよび各マスクを使用する
サブネット番号を表示します。

show ip redirects デフォルト ゲートウェイのアドレスを表示します。

show ip route [address [mask]] | [protocol] ルーティング テーブルの現在のステートを表示します。

show ip route summary ルーティング テーブルの現在のステートをサマリー形式で表示します。
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IP ユニキャスト ルーティングのイネーブル化
デフォルトで、スイッチはレイヤ 2 スイッチング モード、IP ルーティングはディセーブルとなっ
ています。スイッチのレイヤ 3 機能を使用するには、IP ルーティングをイネーブルにする必要があ
ります。

IP ルーティングをイネーブルにするには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

ルーティングをディセーブルにするには、no ip routingグローバル コンフィギュレーション コマン
ドを使用します。

次に、ルーティング プロトコルとして RIP を使用し、IP ルーティングをイネーブルにする例を示
します。

Switch# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)# ip routing 
Switch(config)# router rip 
Switch(config-router)# network 10.0.0.0 
Switch(config-router)# end 

ここで、選択したルーティング プロトコルのパラメータを設定できます。具体的な手順は次のとお
りです。

• RIP の設定（p.35-22）

• OSPF の設定（p.35-28）

• EIGRP の設定（p.35-38）

• BGP の設定（p.35-45）

• プロトコル独立機能の設定（p.35-78）（任意）

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 ip routing IP ルーティングをイネーブルにします。

ステップ 3 router ip_routing_protocol IP ルーティング プロトコルを指定します。このステップでは、
他のコマンドを実行することもできます。たとえば、network
（RIP）ルータ コンフィギュレーション コマンドを使用し、ルー
ティングするネットワークを指定できます。特定のプロトコルの

詳細については、この章の後半および『Cisco IOS IP Configuration
Guide』 Release 12.2 を参照してください。

（注） IP ベース イメージは、ルーティング プロトコルとして
RIP のみをサポートします。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show running-config 設定を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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RIP の設定
RIP は、小規模な同種ネットワーク間で使用するために作成された Interior Gateway Protocol（IGP;
内部ゲートウェイ プロトコル）です。RIP は、ブロードキャスト UDP データ パケットを使用して
ルーティング情報を交換するディスタンス ベクタ ルーティング プロトコルです。このプロトコル
は RFC 1058 に文書化されています。RIP の詳細については、『IP Routing Fundamentals』（Cisco Press
刊）を参照してください。

（注） RIP は IP ベース イメージでサポートされている唯一のルーティング プロトコルです。その他の
ルーティング プロトコルを使用する場合は、スタック マスター上で IP サービス イメージを稼働さ
せる必要があります。

スイッチは RIP を使用し、30 秒ごとにルーティング情報アップデート（アドバタイズ）を送信しま
す。180 秒以上を経過しても別のルータからアップデートがルータに届かない場合、該当するルー
タから送られたルートは使用不能としてマークされます。240 秒が経過してもアップデートが届か
ない場合、アップデートを行わないルータに関するすべてのルーティング テーブル エントリは削
除されます。

RIP では、各ルートの値を評価するためにホップ カウントが使用されます。ホップ カウントは、
ルート内で経由されるルータ数です。直接接続されているネットワークのホップ カウントは 0 で
す。ホップ カウントが 16 のネットワークに到達することはできません。このように範囲（0 ～ 15）
が狭いため、RIP は大規模ネットワークには適していません。

ルータにデフォルトのネットワーク パスが設定されている場合、RIP はルータを疑似ネットワーク
0.0.0.0 にリンクするルートをアドバタイズします。0.0.0.0 ネットワークは存在しません。RIP はデ
フォルトのルーティング機能を実行するためのネットワークとして、このネットワークを処理しま

す。デフォルト ネットワークが RIP によって取得された場合、またはルータが最終ゲートウェイ
で、RIP がデフォルト メトリックによって設定されている場合、スイッチはデフォルト ネットワー
クをアドバタイズします。RIP は指定されたネットワーク内のインターフェイスにアップデートを
送信します。インターフェイスのネットワークを指定しないと、RIP アップデート中にアドバタイ
ズされません。

ここでは、次の設定について説明します。

• RIP のデフォルト設定（p.35-22）

• 基本的な RIP パラメータの設定（p.35-23）

• RIP 認証の設定（p.35-25）

• サマリー アドレスおよびスプリット ホライズンの設定（p.35-25）

RIP のデフォルト設定
表 35-4に、RIP のデフォルト設定を示します。

表 35-4 RIP のデフォルト設定

機能 デフォルト設定

自動サマリー イネーブル

デフォルト情報送信元 ディセーブル

デフォルト メトリック 自動メトリック変換（組み込み）
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基本的な RIP パラメータの設定
RIP を設定するには、ネットワークに対して RIP ルーティングをイネーブルにします。他のパラ
メータを設定することもできます。

RIP をイネーブルにして設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

IP RIP 認証キーチェーン 認証なし

認証モード：クリア テキスト

IP RIP 受信バージョン versionルータ コンフィギュレーション コマンドに準拠

IP RIP 送信バージョン versionルータ コンフィギュレーション コマンドに準拠

IP RIP の起動 versionルータ コンフィギュレーション コマンドに準拠

IP スプリット ホライズン メディアにより異なる

ネイバ 定義なし

ネットワーク 指定なし

オフセット リスト ディセーブル

出力遅延 0 ミリ秒

タイマー基準 • update：30 秒

• invalid：180 秒

• holddown：180 秒

• flush：240 秒

アップデート送信元の検証 イネーブル

バージョン RIP バージョン 1 およびバージョン 2 パケットを受信し、バー
ジョン 1 パケットを送信します。

表 35-4 RIP のデフォルト設定（続き）

機能 デフォルト設定

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 ip routing IP ルーティングをイネーブルにします（IP ルーティングがディセー
ブルになっている場合のみ、必須です）。

ステップ 3 router rip RIP ルーティング プロセスをイネーブルにし、ルータ コンフィギュ
レーション モードを開始します。

ステップ 4 network network number ネットワークを RIP ルーティング プロセスに関連付けます。複数の
network コマンドを指定できます。RIP ルーティング アップデート
の送受信は、これらのネットワークのインターフェイスを経由する

場合のみ可能です。

ステップ 5 neighbor ip-address （任意）ルーティング情報を交換する近接ルータを定義します。この

ステップを使用すると、RIP（通常はブロードキャスト プロトコル）
からのルーティング アップデートが非ブロードキャスト ネット
ワークに到達するようになります。

ステップ 6 offset list [access-list number | name] 
{in | out} offset [type number]

（任意）オフセット リストをルーティング メトリックに適用し、RIP
によって取得したルートへの着信および発信メトリックを増加しま

す。アクセス リストまたはインターフェイスを使用し、オフセット
リストを制限できます。
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RIP ルーティング プロセスをオフにするには、no router ripグローバル コンフィギュレーション コ
マンドを使用します。

アクティブなルーティング プロトコル プロセスのパラメータと現在のステートを表示するには、
show ip protocolsイネーブル EXEC コマンドを使用します。RIP データベースのサマリー アドレス
エントリを表示するには、show ip rip databaseイネーブル EXEC コマンドを使用します。

ステップ 7 timers basic update invalid holddown 
flush

（任意）ルーティング プロトコル タイマーを調整します。すべての
タイマーの有効範囲は 0 ～ 4294967295 秒です。

• update ― ルーティング アップデートの送信間隔。デフォルト値
は 30 秒です。

• invalid ― ルートが無効と宣言されたあとの時間。デフォルト値
は 180 秒です。

• holddown ― ルートがルーティング テーブルから削除されるま
での時間。デフォルト値は 180 秒です。

• flush ― ルーティング アップデートが延期される時間。デフォル
ト値は 240 秒です。

ステップ 8 version {1 | 2} （任意）RIP バージョン 1 または RIP バージョン 2 のパケットのみを
送受信するようにスイッチを設定します。デフォルトでは、スイッ

チはバージョン 1 およびバージョン 2 を受信しますが、送信するの
はバージョン 1 のみです。
インターフェイス コマンド ip rip {send | receive} version 1 | 2 | 1 2}を
使用し、インターフェイスでの送受信に使用するバージョンを制御

することもできます。

ステップ 9 no auto summary （任意）自動サマライズをディセーブルにします。デフォルトでは、

クラスフル ネットワーク境界を通過するときにサブプレフィクス
がサマライズされます。サマライズをディセーブルにし（RIP バー
ジョン 2 のみ）、クラスフル ネットワーク境界にサブネットおよび
ホスト ルーティング情報をアドバタイズします。

ステップ 10 no validate-update-source （任意）着信 RIP ルーティング アップデートの送信元 IP アドレスの
検証をディセーブルにします。デフォルトでは、スイッチが着信 RIP
ルーティング アップデートの送信元 IP アドレスを検証します。送
信元アドレスが無効な場合は、アップデートが廃棄されます。通常

の環境で使用する場合は、この機能をディセーブルにしないでくだ

さい。ただし、ネットワークに接続されていないルータがあり、そ

のルータのアップデートを受信する場合は、このコマンドを使用で

きます。

ステップ 11 output-delay delay （任意）送信される RIP アップデートのパケット間遅延を追加しま
す。

デフォルトでは、複数のパケットからなる RIP アップデートのパ
ケットに、パケット間遅延を追加することはできません。パケット

を低速なデバイスに送信する場合は、8 ～ 50 ミリ秒のパケット間遅
延を追加できます。

ステップ 12 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 13 show ip protocols 設定を確認します。

ステップ 14 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明
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RIP 認証の設定
RIP バージョン 1 では、認証がサポートされていません。RIP バージョン 2 のパケットを送受信す
る場合は、インターフェイスで RIP 認証をイネーブルにできます。インターフェイスで使用できる
一連の鍵は、キー チェーンによって指定されます。キー チェーンが設定されていないと、デフォ
ルトの場合でも認証は実行されません。「認証鍵の管理」（p.35-91）に記載されている作業も実行し
てください。

RIP 認証がイネーブルであるインターフェイスでは、プレーン テキストと MD5 という 2 つの認証
モードがサポートされています。デフォルトはプレーン テキストです。

インターフェイスに RIP 認証を設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

クリア テキスト認証に戻すには、no ip rip authentication modeインターフェイス コンフィギュレー
ション コマンドを使用します。認証を禁止するには、no ip rip authentication key-chain インター
フェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。

サマリー アドレスおよびスプリット ホライズンの設定
ブロードキャストタイプの IP ネットワークに接続され、ディスタンス ベクタ ルーティング プロト
コルを使用するルータでは、通常ルーティング ループの発生を抑えるために、スプリット ホライ
ズン メカニズムが使用されます。スプリット ホライズンは、ルートに関する情報がその情報の発
信元であるインターフェイスで、ルータによってアドバタイズされないようにします。この機能を

使用すると、通常の場合は複数のルータ間通信が最適化されます（特にリンクが壊れている場合）。

（注） ルートを適切にアドバタイズするため、スプリット ホライズンをディセーブルにすることがアプ
リケーションに必要な場合を除き、通常はこの機能をディセーブルにしないでください。

ダイヤルアップ クライアント用のネットワーク アクセス サーバで、サマライズされたローカルな
IP アドレス プールをアドバタイズするように、RIP が動作しているインターフェイスを設定する場
合は、ip summary-address ripインターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。

（注） スプリット ホライズンがイネーブルの場合、自動サマリーとインターフェイス IP サマリー アドレ
スはともにアドバタイズされません。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id 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、設
定するインターフェイスを指定します。

ステップ 3 ip rip authentication key-chain 
name-of-chain

RIP 認証をイネーブルにします。

ステップ 4 ip rip authentication mode [text | md5} プレーン テキスト認証（デフォルト）または MD5 ダイジェス
ト認証を使用するように、インターフェイスを設定します。

ステップ 5 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 show running-config interface [interface-id] 設定を確認します。

ステップ 7 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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サマライズされたローカル IP アドレスをアドバタイズし、インターフェイスのスプリット ホライ
ズンをディセーブルにするようにインターフェイスを設定するには、イネーブル EXEC モードで次
の手順を実行します。

IP サマライズをディセーブルにするには、no ip summary-address ripルータ コンフィギュレーショ
ン コマンドを使用します。

次の例では、主要ネットは 10.0.0.0 です。自動サマリー アドレス 10.0.0.0 はサマリー アドレス
10.2.0.0 によって上書きされるため、10.2.0.0 はスイッチ 1 のギガビット イーサネット ポート 2 イ
ンターフェイスからアドバタイズされますが、10.0.0.0 はアドバタイズされません。次の例では、イ
ンターフェイスがまだレイヤ 2 モード（デフォルト）の場合、no switchportインターフェイス コン
フィギュレーション コマンドを入力してから、ip addressインターフェイス コンフィギュレーショ
ン コマンドを入力する必要があります。

（注） スプリット ホライズンがイネーブルである場合、（ip summary-address ripルータ コンフィギュレー
ション コマンドによって設定される）自動サマリーとインターフェイス サマリー アドレスはとも
にアドバタイズされません。

Switch(config)# router rip
Switch(config-router)# interface gi1/0/2
Switch(config-if)# ip address 10.1.5.1 255.255.255.0
Switch(config-if)# ip summary-address rip 10.2.0.0 255.255.0.0
Switch(config-if)# no ip split-horizon
Switch(config-if)# exit
Switch(config)# router rip
Switch(config-router)# network 10.0.0.0
Switch(config-router)# neighbor 2.2.2.2 peer-group mygroup
Switch(config-router)# end

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id 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、設
定するレイヤ 3 インターフェイスを指定します。

ステップ 3 ip address ip-address subnet-mask IP アドレスおよび IP サブネットを設定します。

ステップ 4 ip summary-address rip ip address 
ip-network mask

サマライズする IP アドレスおよび IP ネットワーク マスクを設
定します。

ステップ 5 no ip split horizon インターフェイスでスプリット ホライズンをディセーブルにし
ます。

ステップ 6 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 7 show ip interface interface-id 設定を確認します。

ステップ 8 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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スプリット ホライズンの設定
ブロードキャストタイプの IP ネットワークに接続され、ディスタンス ベクタ ルーティング プロト
コルを使用するルータでは、通常ルーティング ループの発生を抑えるために、スプリット ホライ
ズン メカニズムが使用されます。スプリット ホライズンは、ルートに関する情報がその情報の発
信元であるインターフェイスで、ルータによってアドバタイズされないようにします。この機能を

使用すると、複数のルータ間通信が最適化されます（特にリンクが壊れている場合）。

（注） ルートを適切にアドバタイズするために、スプリット ホライズンをディセーブルにすることがア
プリケーションに必要である場合を除き、通常この機能をディセーブルにしないでください。

インターフェイスでスプリット ホライズンをディセーブルにするには、イネーブル EXEC モード
で次の手順を実行します。

スプリット ホライズン メカニズムをイネーブルにするには、ip split-horizon インターフェイス コ
ンフィギュレーション コマンドを使用します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id 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、設
定するインターフェイスを指定します。

ステップ 3 ip address ip-address subnet-mask IP アドレスおよび IP サブネットを設定します。

ステップ 4 no ip split-horizon インターフェイスでスプリット ホライズンをディセーブルにし
ます。

ステップ 5 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 show ip interface interface-id 設定を確認します。

ステップ 7 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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OSPF の設定
ここでは、OSPF の設定方法について簡単に説明します。OSPF コマンドの詳細については、『Cisco
IOS IP Command Reference, Volume 2 of 3:Routing Protocols』 Release 12.2 の「OSPF Commands」の章を
参照してください。

（注） OSPF では、各メディアがブロードキャスト ネットワーク、非ブロードキャスト ネットワーク、お
よびポイントツーポイント ネットワークに分類されます。スイッチでは、ブロードキャスト ネッ
トワーク（イーサネット、トークン リング、FDDI）およびポイントツーポイント ネットワーク
（ポイントツーポイント リンクとして設定されたイーサネット インターフェイス）がサポートされ
ます。

OSPF は IP ネットワーク専用の IGP で、IP サブネット化、および外部から取得したルーティング情
報のタグ付けをサポートしています。OSPF を使用するとパケット認証も可能になり、パケットを
送受信するときに IP マルチキャストが使用されます。シスコの実装機能では、RFC1253 の OSPF
Management Information Base（MIB; 管理情報ベース）がサポートされています。

シスコの実装機能は、次の主要機能を含む OSPF バージョン 2 仕様に準拠します。

• スタブ エリアの定義がサポートされています。

• 任意の IP ルーティング プロトコルによって取得されたルートは、別の IP ルーティング プロト
コルに再配信されます。つまり、ドメイン内レベルで、OSPF は EIGRP および RIP によって学
習したルートを取り込むことができます。OSPF ルートを RIP に伝達することもできます。

• エリア内の近接ルータ間でのプレーン テキスト認証および MD5 認証がサポートされていま
す。

• 設定可能なルーティング インターフェイス パラメータには、インターフェイス出力コスト、再
送信インターバル、インターフェイス送信遅延、ルータ プライオリティ、ルータの dead と hello
インターバル、認証鍵などがあります。

• 仮想リンクがサポートされています。

• RFC 1587 に基づく Not-So-Stubby-Area（NSSA）がサポートされています。

通常、OSPF を使用するには、多くの内部ルータ、複数のエリアに接続された Area Border Router
（ABR; エリア境界ルータ）、および Autonomous System Boundary Router（ASBR）間で調整する必要
があります。最小設定では、すべてのデフォルト パラメータ値、エリアに割り当てられたインター
フェイスが使用され、認証は行われません。環境をカスタマイズする場合は、すべてのルータの設

定を調整する必要があります。

ここでは、次の設定について説明します。

• OSPF のデフォルト設定（p.35-29）

• 基本的な OSPF パラメータの設定（p.35-30）

• OSPF インターフェイスの設定（p.35-31）

• OSPF エリア パラメータの設定（p.35-33）

• その他の OSPF パラメータの設定（p.35-34）

• LSA グループ同期設定の変更（p.35-36）

• ループバック インターフェイスの設定（p.35-36）

• OSPF の表示（p.35-37）
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（注） OSPF をイネーブルにするには、スタック マスター上で IP サービス イメージが稼働している必要
があります。

OSPF のデフォルト設定
表 35-5に、OSPF のデフォルト設定を示します。

表 35-5 OSPF のデフォルト設定

機能 デフォルト設定

インターフェイス パラメータ コスト：デフォルト コストは未定義

再送信インターバル：5 秒

送信遅延：1 秒

プライオリティ： 1

hello インターバル：10 秒

dead インターバル：hello インターバルの 4 倍

認証なし

パスワードの指定なし

MD5 認証はディセーブル

エリア 認証タイプ：0（認証なし）

デフォルト コスト： 1

範囲：ディセーブル

スタブ：スタブ エリアは未定義

NSSA：NSSA エリアは未定義

自動コスト 100 Mbps

デフォルト情報送信元 ディセーブル。イネーブルの場合、デフォルトのメトリック設

定は 10 で、外部ルート タイプのデフォルトはタイプ 2 です。

デフォルト メトリック 各ルーティング プロトコルに適切な、組み込みの自動メトリッ
ク変換

距離 OSPF dist1（エリア内のすべてのルート）：110
dist2（エリア間のすべてのルート）：110
dist3（他のルーティング ドメインからのルート）： 110

OSPF データベース フィルタ ディセーブル。すべての発信 LSA がインターフェイスにフラッ
ディングされます。

IP OSPF 名前検索 ディセーブル

隣接関係変更ログ イネーブル

ネイバ 指定なし

近接データベース フィルタ ディセーブル。すべての発信 LSA はネイバにフラッディングさ
れます。

ネットワーク エリア ディセーブル
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NSF 認識

OSPF NSF 認識機能は、Cisco IOS Release 12.2(25)SEC 以降、IP サービス イメージの IPv4 でサポー
トされています。近接ルータが NSF 対応である場合、レイヤ 3 スイッチでは、ルータがクラッシュ
してプライマリ Route Processor（RP）がバックアップ RP によって引き継がれる間、または処理を
中断させずにソフトウェア アップグレードを行うためにプライマリ RP を手動でリロードしている
間、近接ルータからパケットを転送し続けます。

この機能をディセーブルにすることはできません。この機能の詳細については、次の URL の『OSPF
Nonstop Forwarding (NSF) Awareness Feature Guide』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1839/products_feature_guide09186a0080153edd.html

基本的な OSPF パラメータの設定
OSPF をイネーブルにするには、OSPF ルーティング プロセスを作成し、ルーティング プロセスに
関連付ける IP アドレスの範囲を指定して、この範囲に関連付けるエリア ID を割り当てる必要があ
ります。

OSPF をイネーブルにするには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

NSF1認識 イネーブル2。レイヤ 3 スイッチでは、ハードウェアやソフト
ウェアの変更中に、近接する NSF 対応ルータからパケットを転
送し続けることができます。

ルータ ID OSPF ルーティング プロセスは未定義

サマリー アドレス ディセーブル

タイマー LSA グループの同期
設定

240 秒

タイマー Shortest Path First（SPF） spf-delay：5 秒

spf-holdtime：10 秒

仮想リンク エリア ID またはルータ ID は未定義

hello インターバル：10 秒

再送信インターバル：5 秒

送信遅延：1 秒

dead インターバル：40 秒

認証鍵：鍵は未定義

メッセージダイジェスト鍵（MD5）：鍵は未定義

1. NSF = Nonstop forwarding
2. OSPF NSF 認識は、IP サービス イメージ、Cisco IOS Release 12.2(25)SEC 以上を実行している Catalyst 3550、3560、

3750 のスイッチにおいて IPv4 でイネーブルになっています。

表 35-5 OSPF のデフォルト設定（続き）

機能 デフォルト設定

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1839/products_feature_guide09186a0080153edd.html
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OSPF ルーティング プロセスを終了するには、no router ospf process-idグローバル コンフィギュレー
ション コマンドを使用します。

次に、OSPF ルーティング プロセスを設定し、プロセス番号 109 を割り当てる例を示します。

Switch(config)# router ospf 109
Switch(config-router)# network 131.108.0.0 255.255.255.0 area 24

OSPF インターフェイスの設定
ip ospf インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用すると、インターフェイス固有
の OSPF パラメータを変更できます。これらのパラメータを変更する必要はありませんが、一部の
インターフェイス パラメータ（hello インターバル、dead インターバル、認証鍵など）については、
接続されたネットワーク内のすべてのルータで統一性を維持する必要があります。これらのパラ

メータを変更した場合は、ネットワーク内のすべてのルータの値も同様に変更してください。

（注） ip ospfインターフェイス コンフィギュレーション コマンドはすべて任意です。

OSPF インターフェイス パラメータを変更にするには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行
します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 router ospf process-id OSPF ルーティングをイネーブルにし、ルータ コンフィギュレー
ション モードを開始します。プロセス ID はローカルに割り当て
られ、内部で使用される識別パラメータで、任意の正の整数を指

定できます。各 OSPF ルーティング プロセスには一意の値があ
ります。

ステップ 3 network address wildcard-mask area 
area-id

OSPF が動作するインターフェイス、およびそのインターフェイ
スのエリア ID を定義します。単一のコマンドにワイルドカード
マスクを指定し、特定の OSPF エリアに関連付けるインターフェ
イスを 1 つまたは複数定義できます。エリア ID には 10 進数また
は IP アドレスを指定できます。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show ip protocols 設定を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id 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、設
定するレイヤ 3 インターフェイスを指定します。

ステップ 3 ip ospf cost （任意）インターフェイスでパケットを送信するコストを明確に

指定します。

ステップ 4 ip ospf retransmit-interval seconds （任意）LSA 送信間隔を秒数で指定します。指定できる範囲は 1
～ 65535 秒です。デフォルト値は 5 秒です。
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設定されたパラメータ値を削除する場合、またはデフォルト値に戻す場合は、上記コマンドの no
形式を使用します。

ステップ 5 ip ospf transmit-delay seconds （任意）リンク ステート アップデート パケットを送信するまで
の予測待機時間を秒数で設定します。指定できる範囲は 1 ～
65535 秒です。デフォルト値は 1 秒です。

ステップ 6 ip ospf priority number （任意）ネットワークに対して、OSPF で指定されたルータを判
別するときに役立つプライオリティを設定します。指定できる範

囲は 0 ～ 255 です。デフォルト値は 1 です。

ステップ 7 ip ospf hello-interval seconds （任意）OSPF インターフェイスで hello パケットの送信間隔を秒
数で設定します。値はネットワークのすべてのノードで同じとし

ます。指定できる範囲は 1 ～ 65535 秒です。デフォルト値は 10
秒です。

ステップ 8 ip ospf dead-interval seconds （任意）最後のデバイスで hello パケットが確認されてから、OSPF
ルータがダウンしていることがネイバによって宣言されるまで

の時間を秒数で設定します。値はネットワークのすべてのノード

で同じとします。指定できる範囲は 1 ～ 65535 秒です。デフォル
ト値は hello インターバルの 4 倍です。

ステップ 9 ip ospf authentication-key key （任意）近接 OSPF ルータで使用されるパスワードを割り当てま
す。パスワードには、キーボードから入力した任意の文字列（最

大 8 バイト長）を指定できます。同じネットワーク上のすべての
近接ルータには、OSPF 情報を交換するため、同じパスワードを
設定する必要があります。

ステップ 10 ip ospf message digest-key keyid md5 key （任意）MDS 認証をイネーブルにします。

• keyid ― 1 ～ 255 の ID 

• key ― 最大 16 バイトの英数字パスワード

ステップ 11 ip ospf database-filter all out （任意）インターフェイスへの OSPF LSA パケットのフラッディ
ングを阻止します。デフォルトでは、LSA が着信するインター
フェイスを除き、同じエリア内のすべてのインターフェイスに

OSPF は新しい LSA をフラッディングします。

ステップ 12 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 13 show ip ospf interface [interface-name] OSPF に関連するインターフェイス情報を表示します。

ステップ 14 show ip ospf neighbor detail 近接スイッチの NSF 認識ステータスを表示します。出力は、次
の例のうちいずれかと一致します。

• Options is 0x52

LLS Options is 0x1 (LR) 

この両方の行が表示される場合、近接スイッチは NSF 認識
です。

• Options is 0x42 ― 近接スイッチが NSF 認識ではありません。

ステップ 15 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明
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OSPF エリア パラメータの設定
複数の OSPF エリア パラメータも設定できます。設定できるパラメータには、エリア、スタブ エ
リア、および NSSA への無許可アクセスをパスワードによって阻止する認証用パラメータがありま
す。スタブ エリアに外部ルートに関する情報は送信されませんが、代わりに、AS 外の宛先に対す
るデフォルトの外部ルートが、ABR によって生成されます。NSSA ではコアからそのエリアへ向か
う LSA の一部がフラッディングされませんが、再配信することによって、エリア内の AS 外部ルー
トを取り込めます。

ルートのサマライズは、アドバタイズされたアドレスを、他のエリアでアドバタイズされる単一の

サマリー ルートに統合することです。ネットワーク番号が連続する場合は、area rangeルータ コン
フィギュレーション コマンドを使用し、範囲内のすべてのネットワークを対象とするサマリー
ルートをアドバタイズするように ABR を設定できます。

（注） OSPF areaルータ コンフィギュレーション コマンドはすべて任意です。

エリア パラメータを設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 router ospf process-id OSPF ルーティングをイネーブルにし、ルータ コンフィギュレー
ション モードを開始します。

ステップ 3 area area-id authentication （任意）特定のエリアへの無許可アクセスに対して、パスワードベー

スの保護を可能にします。ID には 10 進数または IP アドレスのいず
れかを指定できます。

ステップ 4 area area-id authentication 
message-digest

（任意）エリアに関して MD5 認証をイネーブルにします。

ステップ 5 area area-id stub [no-summary] （任意）エリアをスタブ エリアとして定義します。no-summaryキー
ワードを指定すると、ABR はサマリー リンク アドバタイズをスタ
ブ エリアに送信できなくなります。

ステップ 6 area area-id nssa [no-redistribution] 
[default-information-originate] 
[no-summary]

（任意）エリアを NSSA として定義します。同じエリア内のすべての
ルータは、エリアが NSSA であることを認識する必要があります。
次のキーワードのいずれかを選択します。

• no-redistribution ― ルータが NSSA ABR の場合、redistributeコ
マンドを使用して、ルートを NSSA でなく通常のエリアに取り
込む場合に選択します。

• default-information-originate ― タイプ 7 LSA を NSSA に取り込
むようにする場合、ABR で選択します。

• no-redistribution ― サマリー LSA を NSSA に送信しない場合に
選択します。

ステップ 7 area area-id range address mask （任意）単一のルートをアドバタイズするアドレス範囲を指定しま

す。このコマンドは、ABR に対してのみ使用します。

ステップ 8 end イネーブル EXEC モードに戻ります。
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設定されたパラメータ値を削除する場合、またはデフォルト値に戻す場合は、上記コマンドの no
形式を使用します。

その他の OSPF パラメータの設定
ルータ コンフィギュレーション モードで、その他の OSPF パラメータを設定することもできます。

• ルート サマライズ：他のプロトコルからのルートを再配信すると（「ルート マップによるルー
ティング情報の再配信」[p.35-82] を参照）、各ルートは外部 LSA 内で個別にアドバタイズされ
ます。OSPF リンク ステート データベースのサイズを小さくするには、summary-addressルー
タ コンフィギュレーション コマンドを使用し、指定されたネットワーク アドレスおよびマス
クに含まれる、再配信されたすべてのルートを単一のルータにアドバタイズします。

• 仮想リンク：OSPF では、すべてのエリアがバックボーン エリアに接続されている必要があり
ます。バックボーンが不連続である場合に仮想リンクを確立するには、2 つの ABR を仮想リン
クのエンドポイントとして設定します。設定情報には、他の仮想エンドポイント（他の ABR）
の ID、および 2 つのルータに共通する非バックボーン リンク（通過エリア）などがあります。
仮想リンクをスタブ エリアから設定することはできません。

• デフォルト ルート：OSPF ルーティング ドメイン内へのルート再配信を設定すると、ルータは
自動的に ASBR になります。ASBR を設定し、強制的に OSPF ルーティング ドメインにデフォ
ルト ルートを生成できます。

• すべての OSPF showイネーブル EXEC コマンドで使用される Domain Name Server（DNS）名を
使用すると、ルータ ID やネイバ ID を指定して表示する場合に比べ、ルータを簡単に特定でき
ます。

• デフォルト メトリック：OSPF は、インターフェイスの帯域幅に従ってインターフェイスの
OSPF メトリックを計算します。メトリックは、帯域幅で分割された ref-bw として計算されま
す。ここでの refのデフォルト値は 10 で、帯域幅（bw）は bandwidthインターフェイス コン
フィギュレーション コマンドによって指定されます。大きな帯域幅を持つ複数のリンクの場合
は、大きな数値を指定し、これらのリンクのコストを区別できます。

• 管理距離は、ルーティング情報送信元の信頼性を表す数値です。0 ～ 255 の整数を指定でき、
値が大きいほど信頼性は低下します。管理距離が 255 の場合はルーティング情報送信元をまっ
たく信頼できないため、無視する必要があります。OSPF では、エリア内のルート（エリア内）、
別のエリアへのルート（エリア間）、および再配信によって取得した別のルーティング ドメイ
ンからのルート（外部）の 3 つの管理距離が使用されます。どの管理距離の値でも変更できます。

• パッシブ インターフェイス：イーサネット上の 2 つのデバイス間のインターフェイスは 1 つの
ネットワーク セグメントしか表しません。このため、OSPF が送信側インターフェイスに hello
パケットを送信しないようにするには、送信側デバイスをパッシブ インターフェイスに設定す
る必要があります。両方のデバイスは受信側インターフェイス宛の hello パケットを使用する
ことで、相互の識別を可能にします。

• ルート計算タイマー：OSPF がトポロジー変更を受信してから SPF 計算を開始するまでの遅延
時間、および 2 つの SPF 計算の間のホールド タイムを設定できます。

• ネイバ変更ログ：OSPF ネイバ ステートが変更されたときに Syslog メッセージを送信するよう
にルータを設定し、ルータの変更を詳細に表示できます。

ステップ 9 show ip ospf [process-id]

show ip ospf [process-id [area-id]] 
database

設定を確認するため、一般的な OSPF ルーティング プロセスまたは
特定のプロセス ID に関する情報を表示します。

特定のルータの OSPF データベースに関連する情報のリストを表示
します。

ステップ 10 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明
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上記の OSPF パラメータを設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 router ospf process-id OSPF ルーティングをイネーブルにし、ルータ コンフィギュレー
ション モードを開始します。

ステップ 3 summary-address address mask （任意）1 つのサマリー ルートのみがアドバタイズされるように、
再配信されたルートのアドレスおよび IP サブネット マスクを指
定します。

ステップ 4 area area-id virtual-link router-id 
[hello-interval seconds] 
[retransmit-interval seconds] [trans] 
[[authentication-key key] | 
message-digest-key keyid md5 key]]

（任意）仮想リンクを確立し、パラメータを設定します。パラメー

タ定義については「OSPF インターフェイスの設定」（p.35-31）、
仮想リンクのデフォルト設定については表 35-5（p.35-29）を参
照してください。

ステップ 5 default-information originate [always] 
[metric metric-value] [metric-type 
type-value] [route-map map-name]

（任意）強制的に OSPF ルーティング ドメインにデフォルト ルー
トを生成するように ASBR を設定します。パラメータはすべて任
意です。

ステップ 6 ip ospf name-lookup （任意）DNS 名検索を設定します。デフォルトはディセーブルで
す。

ステップ 7 ip auto-cost reference-bandwidth ref-bw （任意）単一のルートをアドバタイズするアドレス範囲を指定し

ます。このコマンドは、ABR に対してのみ使用します。

ステップ 8 distance ospf {[inter-area dist1] 
[inter-area dist2] [external dist3]}

（任意）OSPF の距離の値を変更します。各タイプのルートのデ
フォルト距離は 110 です。指定できる範囲は 1 ～ 255 です。

ステップ 9 passive-interface type number （任意）指定されたインターフェイス経由の hello パケットの送信
を抑制します。

ステップ 10 timers throttle spf spf-delay spf-holdtime 
spf-wait

（任意）ルート計算タイマーを設定します。

• spf-delay ― 変更の受信から SPF 計算までの間の遅延。指定
できる範囲は 1 ～ 600000 ミリ秒です。

• spf-holdtime ― 最初の SPF 計算と 2 番めの SFP 計算との間の
遅延。指定できる範囲は 1 ～ 600000 ミリ秒です。

• spf-wait ― SPF 計算の最大待機時間をミリ秒で指定します。
指定できる範囲は 1 ～ 600000 ミリ秒です。

ステップ 11 ospf log-adj-changes （任意）ネイバ ステートが変更されたとき、Syslog メッセージを
送信します。

ステップ 12 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 13 show ip ospf [process-id [area-id]] 
database

特定のルータの OSPF データベースに関連する情報のリストを
表示します。キーワード オプションの一部については、「OSPF
の表示」（p.35-37）を参照してください。

ステップ 14 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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LSA グループ同期設定の変更
OSPF LSA グループ同期設定機能を使用すると、OSPF LSA をグループ化し、リフレッシュ、チェッ
クサム、およびエージング機能の同期を取って、ルータをより効率的に使用することが可能となり

ます。デフォルトでこの機能はイネーブルとなっています。デフォルトの同期インターバルは 4 分
間です。通常は、このパラメータを変更する必要はありません。最適なグループ同期インターバル

は、ルータがリフレッシュ、チェックサム、エージングを行う LSA 数に反比例します。たとえば、
データベース内に約 10,000 個の LSA が格納されている場合は、同期設定インターバルを短くする
と便利です。小さなデータベース（40 ～ 100 LSA）を使用する場合は、同期インターバルを長く
し、10 ～ 20 分に設定してください。

OSPF LSA 同期を設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

デフォルト値に戻すには、no timers lsa-group-pacingルータ コンフィギュレーション コマンドを使
用します。

ループバック インターフェイスの設定
OSPF は、インターフェイスに設定されている最大の IP アドレスをルータ ID として使用します。こ
のインターフェイスがダウンした場合、または削除された場合、OSPF プロセスは新しいルータ ID
を再計算し、すべてのルーティング情報をそのルータのインターフェイスから再送信します。ルー

プバック インターフェイスが IP アドレスによって設定されている場合、他のインターフェイスに
より大きな IP アドレスがある場合でも、OSPF はこの IP アドレスをルータ ID として使用します。
ループバック インターフェイスに障害は発生しないため、安定性は増大します。OSPF は他のイン
ターフェイスよりもループバック インターフェイスを自動的に優先し、すべてのループバック イ
ンターフェイスの中で最大の IP アドレスを選択します。

ループバック インターフェイスを設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

ループバック インターフェイスをディセーブルにするには、no interface loopback 0グローバル コ
ンフィギュレーション コマンドを使用します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 router ospf process-id OSPF ルーティングをイネーブルにし、ルータ コンフィギュレー
ション モードを開始します。

ステップ 3 timers lsa-group-pacing seconds LSA のグループ同期を変更します。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show running-config 設定を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface loopback 0 ループバック インターフェイスを作成し、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。

ステップ 3 ip address address mask このインターフェイスに IP アドレスを割り当てます。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show ip interface 設定を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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OSPF の表示
IP ルーティング テーブル、キャッシュ、データベースの内容など、特定の統計情報を表示できます。

表 35-6に、統計情報を表示するために使用するイネーブル EXEC コマンドの一部を示します。show
ip ospf databaseイネーブル EXEC コマンドのオプションおよび表示されるフィールドの詳細につい
ては、『Cisco IOS IP Command Reference, Volume 2 of 3:Routing Protocols』 Release 12.2 を参照してくだ
さい。

表 35-6 IP OSPF 統計情報の表示コマンド

コマンド 説明

show ip ospf [process-id] OSPF ルーティング プロセスに関する一般的な情報を
表示します。

show ip ospf [process-id] database [router] [link-state-id]

show ip ospf [process-id] database [router] [self-originate]

show ip ospf [process-id] database [router] [adv-router [ip-address]]

show ip ospf [process-id] database [network] [link-state-id]

show ip ospf [process-id] database [summary] [link-state-id]

show ip ospf [process-id] database [asbr-summary] [link-state-id]

show ip ospf [process-id] database [external] [link-state-id]

show ip ospf [process-id area-id] database [database-summary]

OSPF データベースに関連する情報を表示します。

show ip ospf border-routes 内部の OSPF ルーティング ABR および ASBR テーブ
ル エントリを表示します。

show ip ospf interface [interface-name] OSPF に関連するインターフェイス情報を表示しま
す。

show ip ospf neighbor [interface-name] [neighbor-id] detail OSPF インターフェイス近接情報を表示します。

show ip ospf virtual-links OSPF に関連する仮想リンク情報を表示します。
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EIGRP の設定
EIGRP は IGRP のシスコ独自の拡張バージョンです。EIGRP は IGRP と同じディスタンス ベクタ ア
ルゴリズムおよび距離情報を使用しますが、EIGRP では収束性および動作効率が大幅に改善されて
います。

コンバージェンス技術には、Diffusing Update Algorithm（DUAL）というアルゴリズムが採用されて
います。DUAL を使用すると、ルート計算の各段階でループが発生しなくなり、トポロジーの変更
に関連するすべてのデバイスを同時に同期することができます。トポロジー変更の影響を受けない

ルータは、再計算から除外されます。

IP EIGRP を導入すると、ネットワークの幅が広がります。RIP の場合、ネットワークの最大幅は 15
ホップです。EIGRP メトリックは数千ホップをサポートするほど大きいため、ネットワークを拡張
するときに問題となるのは、トランスポート レイヤのホップ カウンタのみです。IP パケットが 15
台のルータを経由し、宛先方向のネクストホップが EIGRP によって取得されている場合のみ、
EIGRP は転送制御フィールドの値を増やします。RIP ルートを宛先へのネクストホップとして使用
する場合、転送制御フィールドでは、通常どおり値が増加します。

EIGRP には次の機能があります。

• 高速コンバージェンス

• 差分更新 ― 宛先のステートが変更された場合、ルーティング テーブルの内容全体を送信する
代わりに差分更新を行い、EIGRP パケットに必要な帯域幅を最小化します。

• 低い CPU 使用率 ― 受信ごとに完全更新パケットを処理する必要がないため、CPU 使用率が低
下します。

• プロトコルに依存しない近接ディスカバリ メカニズム ― このメカニズムを使用し近接ルータ
に関する情報を取得します。

• Variable-Length Subnet Mask（VLSM; 可変長サブネット マスク）

• 任意のルート サマライズ

• 大規模ネットワークへの対応

EIGRP には次に示す 4 つの基本コンポーネントがあります。

• 近接ディスカバリおよび回復 ― 直接接続されたネットワーク上の他のルータに関する情報を
動的に取得するために、ルータで使用されるプロセスです。ネイバが到達不能になる場合、ま

たは操作不能になった場合、ルータもこの情報を検出する必要があります。近接ディスカバリ

および回復は、サイズの小さな hello パケットを定期的に送信することにより、わずかなオー
バーヘッドで実現されます。hello パケットが受信されているかぎり、Cisco ISO ソフトウェア
は、ネイバが有効に機能していることを学習できます。このように判別された場合、近接ルー

タはルーティング情報を交換できます。

• 信頼できるトランスポート プロトコル ― EIGRP パケットをすべてのネイバに確実に、順序ど
おりに配信します。マルチキャストおよびユニキャスト パケットが混在する送信もサポートさ
れます。EIGRP パケットには確実に送信する必要があるものと、そうでないものがあります。
効率を高めるために、必要な場合だけ信頼性が確保されます。たとえば、マルチキャスト機能

があるマルチアクセス ネットワーク（イーサネットなど）では、すべてのネイバにそれぞれ
hello パケットを確実に送信する必要はありません。したがって、EIGRP はパケットへの確認応
答が不要であることを知らせる、レシーバー宛の情報をパケットに格納し、単一のマルチキャ

スト hello を送信します。他のタイプのパケット（アップデートなど）の場合は、確認応答
（ACK パケット）を要求します。信頼性の高い伝送であれば、ペンディング中の未確認応答パ
ケットがある場合、マルチキャスト パケットを迅速に送信できます。このため、リンク速度が
変化する場合でも、コンバージェンス時間を短く保つことができます。

• DUAL 有限状態マシン ― すべてのルート計算に関する決定プロセスを統合し、すべてのネイバ
によってアドバタイズされたすべてのルートを追跡します。DUAL は距離情報（メトリックと
もいう）を使用して、効率的な、ループのないパスを選択し、さらに DUAL は適切な後継ルー
タに基づいて、ルーティング テーブルに挿入するルートを選択します。後継ルータは、宛先へ
の最小コスト パス（ルーティング ループに関連しないことが保証されている）を持つ、パケッ
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ト転送に使用される近接ルータです。適切な後継ルータが存在しなくても、宛先にアドバタイ

ズするネイバが存在する場合は再計算が行われ、この結果、新しい後継ルータが決定されます。

ルートの再計算に要する時間によって、コンバージェンス時間が変わります。再計算はプロ

セッサに負荷がかかるため、必要でない場合は、再計算しないようにしてください。トポロ

ジーが変更されると、DUAL は適切な後継ルータの有無を調べます。適切な後継ルータが存在
する場合は、それらを探して使用し、不要な再計算を回避します。

• プロトコル依存モジュール ― ネットワーク レイヤ プロトコル特有の作業を行います。たとえ
ば、IP EIGRP モジュールは、IP でカプセル化された EIGRP パケットを送受信します。このモ
ジュールは、EIGRP パケットを解析し、受信した新しい情報を DUAL に通知する作業を行いま
す。EIGRP は DUAL にルーティング決定を行うよう要求しますが、結果は IP ルーティング テー
ブルに格納されます。EIGRP は、他の IP ルーティング プロトコルによって取得したルートの
再配信も行います。

ここでは、次の設定について説明します。

• EIGRP のデフォルト設定（p.35-39）

• 基本的な EIGRP パラメータの設定（p.35-41）

• EIGRP インターフェイスの設定（p.35-42）

• EIGRP ルート認証の設定（p.35-43）

• EIGRP の表示およびメンテナンス（p.35-44）

（注） EIGRP をイネーブルにするには、スタック マスター上で IP サービス イメージが稼働している必要
があります。

EIGRP のデフォルト設定
表 35-7に、EIGRP のデフォルト設定を示します。

表 35-7 EIGRP のデフォルト設定

機能 デフォルト設定

自動サマリー イネーブル。クラスフル ネットワーク境界を通過するとき、この境
界にサブプレフィクスがサマライズされます。

デフォルト情報 再配信中は外部ルートが許可され、EIGRP プロセス間でデフォルト
情報が渡されます。

デフォルト メトリック デフォルト メトリックなしで再配信できるのは、接続されたルート
およびインターフェイスのスタティック ルートのみです。デフォル
ト メトリックは次のとおりです。

• 帯域幅：0 kbps 以上

• 遅延（10 ミリ秒）：0 または 39.1 ナノ秒の倍数である任意の正
の数値

• 信頼性：0 ～ 255 の任意の数値（255 の場合は信頼性が 100%）

• 負荷：0 ～ 255 の数値で表される有効帯域幅（255 の場合は 100%
の負荷）

• Maximum Transmisson Unit（MTU; 最大伝送ユニット）：バイト
で表されたルートの MTU サイズ（0 または任意の正の整数）

距離 内部距離： 90

外部距離： 170

EIGRP の近接関係変更ログ ディセーブル隣接関係の変更はロギングされません。
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EIGRP ルーティング プロセスを作成するには、EIGRP をイネーブルにし、ネットワークを関連付
ける必要があります。EIGRP は指定されたネットワーク内のインターフェイスにアップデートを送
信します。インターフェイス ネットワークを指定しないと、どの EIGRP アップデートでもアドバ
タイズされません。

（注） ネットワーク上に IGRP 用に設定されているルータがあり、この設定を EIGRP に変更する場合は、
IGRP と EIGRP の両方が設定された移行ルータを指定する必要があります。この場合は、この次の
セクションに記載されているステップ 1 ～ 3 を実行してください（「スプリット ホライズンの設定」
[p.35-27] も参照）。ルートを自動的に再配信するには、同じ AS 番号を使用する必要があります。

NSF 認識

EIGRP NSF 認識機能は、Cisco IOS Release 12.2(25)SEC 以降、IP サービス イメージの IPv4 でサポー
トされています。近接ルータが NSF 対応である場合、レイヤ 3 スイッチは、ルータが障害を起こし
てプライマリ RP がバックアップ RP によって引き継がれる間、または処理を中断させずにソフト
ウェア アップグレードを行うためにプライマリ RP を手動でリロードしている間、近接ルータから
パケットを転送し続けます。

この機能をディセーブルにすることはできません。この機能の詳細については、次の URL の『EIGRP
Nonstop Forwarding (NSF) Awareness Feature Guide』を参照してください。
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1839/products_feature_guide09186a0080160010.html

IP 認証キーチェーン 認証なし

IP 認証モード 認証なし

IP 帯域幅比率 50%

IP hello 間隔 低速の Nonbroadcast Multiaccess（NBMA; 非ブロードキャスト マル
チアクセス）ネットワークの場合：60秒、それ以外のネットワーク
の場合：5秒

IP ホールド タイム 低速 NBMA ネットワークの場合：180 秒。それ以外のネットワーク
の場合：15秒

IP スプリットホライズン イネーブル

IP サマリー アドレス サマリー集約アドレスは未定義

メトリック ウェイト tos：0。k1 および k3：1。k2、k4、および k5： 0

ネットワーク 指定なし

NSF1認識 イネーブル2。レイヤ 3 スイッチでは、ハードウェアやソフトウェ
アの変更中に、近接する NSF 対応ルータからパケットを転送し続
けることができます。

オフセットリスト ディセーブル

ルータ EIGRP ディセーブル

メトリック設定 ルート マップにはメトリック設定なし

トラフィック共有 メトリックの比率に応じて配分

差異 1（等価コスト ロードバランシング）

1. NSF = Nonstop Forwarding
2. EIGRP NSF 認識は、IP サービス イメージ、Cisco IOS Release 12.2(25)SEC 以上を実行している Catalyst 3550、3560、

3750 のスイッチにおいて IPv4 でイネーブルになっています。

表 35-7 EIGRP のデフォルト設定（続き）

機能 デフォルト設定

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1839/products_feature_guide09186a0080160010.html
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基本的な EIGRP パラメータの設定
EIGRP を設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。ルーティング プロセ
スの設定は必須ですが、それ以外のステップは任意です。

機能をディセーブルにする場合、または設定をデフォルト値に戻す場合は、上記コマンドの no 形
式を使用します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 router eigrp autonomous-system EIGRP ルーティング プロセスをイネーブルにし、ルータ コン
フィギュレーション モードを開始します。AS 番号によって他の
EIGRP ルータへのルートを特定し、ルーティング情報をタグ付
けします。

ステップ 3 network network-number ネットワークを EIGRP ルーティング プロセスに関連付けます。
EIGRP は指定されたネットワーク内のインターフェイスにアッ
プデートを送信します。

ステップ 4 eigrp log-neighbor-changes （任意）EIGRP 近接関係変更のロギングをイネーブルにし、ルー
ティング システムの安定性をモニタします。

ステップ 5 metric weights tos k1 k2 k3 k4 k5 （任意）EIGRP メトリックを調整します。デフォルト値はほとん
どのネットワークで適切に動作するよう入念に設定されていま

すが、調整することも可能です。

注意 メトリックを設定する作業は複雑です。熟練したネッ

トワーク設計者の指導がない場合は、行わないでくだ

さい。

ステップ 6 offset list [access-list number | name] {in | 
out} offset [type number]

（任意）オフセット リストをルーティング メトリックに適用し、
EIGRP によって取得したルートへの着信および発信メトリック
を増やします。アクセス リストまたはインターフェイスを使用
し、オフセット リストを制限できます。

ステップ 7 no auto-summary （任意）ネットワークレベル ルートへのサブネット ルートの自動
サマライズをディセーブルにします。

ステップ 8 ip summary-address eigrp 
autonomous-system-number address mask

（任意）サマリー集約を設定します。

ステップ 9 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 10 show ip protocols 設定を確認します。

ステップ 11 show ip protocols 設定を確認します。

NSF 認識の場合、出力は次のようになります。

*** IP Routing is NSF aware ***

EIGRP NSF enabled

ステップ 12 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1839/products_feature_guide09186a0080160010.html
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EIGRP インターフェイスの設定
インターフェイスごとに、他の EIGRP パラメータを任意で設定できます。

EIGRP インターフェイスを設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

機能をディセーブルにする場合、または設定をデフォルト値に戻す場合は、上記コマンドの no 形
式を使用します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id 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、設
定するレイヤ 3 インターフェイスを指定します。

ステップ 3 ip bandwidth-percent eigrp percent （任意）インターフェイスで EIGRP が使用できる帯域幅の割合を
設定します。デフォルト値は 50% です。

ステップ 4 ip summary-address eigrp 
autonomous-system-number address mask

（任意）指定されたインターフェイスのサマリー集約アドレスを

設定します（auto-summary がイネーブルの場合は、通常設定する
必要はありません）。

ステップ 5 ip hello-interval eigrp 
autonomous-system-number seconds

（任意）EIGRP ルーティング プロセスの hello タイム インターバ
ルを変更します。指定できる範囲は 1 ～ 65535 秒です。低速
NBMA ネットワークの場合のデフォルトは 60 秒、その他のすべ
てのネットワークでは 5 秒です。

ステップ 6 ip hold-time eigrp 
autonomous-system-number seconds

（任意）EIGRP ルーティング プロセスのホールド タイム イン
ターバルを変更します。指定できる範囲は 1 ～ 65535 秒です。低
速 NBMA ネットワークの場合のデフォルトは 180 秒、その他の
すべてのネットワークでは 15 秒です。

注意 ホールド タイムを調整する前に、シスコのテクニカル
サポートにお問い合わせください。

ステップ 7 no ip split-horizon eigrp 
autonomous-system-number 

（任意）スプリット ホライズンをディセーブルにし、ルート情報
が情報元インターフェイスからルータによってアドバタイズさ

れるようにします。

ステップ 8 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 9 show ip eigrp interface EIGRP がアクティブであるインターフェイス、およびそれらの
インターフェイスに関連する EIGRP の情報を表示します。

ステップ 10 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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EIGRP ルート認証の設定
EIGRP ルート認証を行うと、EIGRP ルーティング プロトコルからのルーティング アップデートに
関する MD5 認証が可能になり、承認されていない送信元から無許可または問題のあるルーティン
グ メッセージを受け取ることがなくなります。

認証をイネーブルにするには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

機能をディセーブルにする場合、または設定をデフォルト値に戻す場合は、上記コマンドの no 形
式を使用します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id 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、設
定するレイヤ 3 インターフェイスを指定します。

ステップ 3 ip authentication mode eigrp 
autonomous-system md5

IP EIGRP パケットの MD5 認証をイネーブルにします。

ステップ 4 ip authentication key-chain eigrp 
autonomous-system key-chain

IP EIGRP パケットの認証をイネーブルにします。

ステップ 5 exit グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 6 key chain name-of-chain キー チェーンを識別し、キーチェーン コンフィギュレーション
モードを開始します。ステップ 4 で設定した名前を指定します。

ステップ 7 key number キーチェーン コンフィギュレーション モードで、キー番号を識
別します。

ステップ 8 key-string text キーチェーン コンフィギュレーション モードで、キー ストリン
グを識別します。

ステップ 9 accept-lifetime start-time {infinite | 
end-time | duration seconds}

（任意）キーを受信する期間を指定します。

start-timeおよび end-time構文には、hh:mm:ss Month date yearまた
は hh:mm:ss date Month year のいずれかを使用できます。デフォ
ルトはデフォルトの start-time 以降、無制限です。指定できる最
初の日付は 1993 年 1 月 1 日です。デフォルトの end-timeおよび
durationは infiniteです。

ステップ 10 send-lifetime start-time {infinite | end-time 
| duration seconds}

（任意）キーを送信する期間を指定します。

start-timeおよび end-time構文には、hh:mm:ss Month date yearまた
は hh:mm:ss date Month year のいずれかを使用できます。デフォ
ルトはデフォルトの start-time 以降、無制限です。指定できる最
初の日付は 1993 年 1 月 1 日です。デフォルトの end-timeおよび
durationは infiniteです。

ステップ 11 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 12 show key chain 認証鍵情報を表示します。

ステップ 13 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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EIGRP の表示およびメンテナンス
近接テーブルからネイバを削除できます。さらに、各種 EIGRP ルーティング統計情報の表示もで
きます。表 35-8に、ネイバ削除および統計情報表示用のイネーブル EXEC コマンドを示します。表
示されるフィールドの詳細については、『Cisco IOS IP Command Reference, Volume 2 of 3:Routing
Protocols』 Release 12.2 を参照してください。

表 35-8 IP EIGRP の clear および show コマンド 

コマンド 説明

clear ip eigrp neighbors [if-address | interface] 近接テーブルからネイバを削除します。

show ip eigrp interface [interface] [as number] EIGRP 用に設定されたインターフェイスの情報を表示します。

show ip eigrp neighbors [type-number] EIGRP によって検出されたネイバを表示します。

show ip eigrp topology [autonomous-system-number] | 
[[ip-address] mask]]

指定されたプロセスの EIGRP トポロジー テーブルを表示します。

show ip eigrp traffic [autonomous-system-number] すべてまたは特定の EIGRP プロセスの送受信パケット数を表示
します。
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BGP の設定
BGP は、Exterior Gateway Protocol（EGP; 外部ゲートウェイ プロトコル）です。AS 間で、ループの
発生しないルーティング情報交換を保証するドメイン間ルーティング システムを設定するために
使用されます。AS は、同じ管理下で動作して RIP や OSPF などの IGP を境界内で実行し、EGP を
使用して相互接続されるルータで構成されます。BGP バージョン 4 は、インターネット内でドメイ
ン間ルーティングを行うための標準 EGP です。このプロトコルは、RFC 1163、1267、および 1771
で定義されています。BGP の詳細については、『Internet Routing Architectures』（Cisco Press 刊）、お
よび『Cisco IOS IP and IP Routing Configuration Guide』の「Configuring BGP」を参照してください。

BGP のコマンドおよびキーワードの詳細については、『Cisco IOS IP Command Reference, Volume 2 of
3:Routing Protocols』 Release 12.2 の「IP Routing Protocols」を参照してください。表示されているに
もかかわらずスイッチでサポートされない BGP コマンドについては、
付録 C「Cisco IOS Release 12.2(25)SED でサポートされていないコマンド」を参照してください。

BGP アップデートを交換する場合、同じ AS に属するルータは Internal BGP（IBGP）を実行し、異
なる AS に属するルータは External BGP（EBGP）を実行します。大部分のコンフィギュレーション
コマンドは、EBGP と IBGP で同じですが、ルーティング アップデートが AS 間で交換されるか
（EBGP）、または AS 内で交換されるか（IBGP）という点で異なります。図 35-4に、EBGP と IBGP
の両方が稼働するネットワークを示します。

図 35-4 EBGP、IBGP、および複数の AS

外部 AS と情報を交換する前に、BGP は AS 内のルータ間で内部 BGP ピアリングを定義し、IGRP
や OSPF など AS 内で稼働する IGP に BGP ルーティング情報を再配信して、AS 内のネットワーク
に到達することを確認します。

BGP ルーティング プロセスを実行するルータは、通常 BGPスピーカーと呼ばれます。BGP はトラ
ンスポート プロトコルとして Transmission Control Protocol（TCP）を使用します（特にポート 179）。
ルーティング情報を交換するため相互に TCP 接続された 2 つの BGP スピーカーを、ピアまたはネ
イバと呼びます。図 35-4 では、ルータ A と B、ルータ B と C、およびルータ C と D がそれぞれ
BGP ピアです。ルーティング情報は、宛先ネットワークへの完全パスを示す一連の AS 番号です。
BGP はこの情報を使用し、ループのない AS マップを作成します。

このネットワークの特徴は次のとおりです。

• ルータ A および B では EBGP が、ルータ B および C では IBGP が稼働しています。EBGP ピア
は直接接続されていますが、IBGP ピアは直接接続されていないことに注意してください。IGP
が稼働し、2 つのネイバが相互に到達するかぎり、IBGP ピアを直接接続する必要はありません。

AS 100

74
77

5

AS 200

129.213.1.2

175.220.212.1

129.213.1.1 192.208.10.2

AS 300

EBGP EBGP

192.208.10.1
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IBGP B

 A  D

 C
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• AS 内のすべての BGP スピーカーは、相互にピア関係を確立する必要があります。つまり、AS
内の BGP スピーカーは、論理的な完全メッシュ型に接続する必要があります。BGP4 は、論理
的な完全メッシュに関する要求を軽減する 2 つの技術（連合およびルート リフレクタ）を提供
します。

• AS 200 は AS 100 および AS 300 の中継 ASです。つまり、AS 200 は AS 100 と AS 300 間でパ
ケットを転送するために使用されます。

BGP ピアは完全な BGP ルーティング テーブルを最初に交換し、差分更新のみを送信します。BGP
ピアはキープアライブ メッセージ（接続が有効であることを確認）、および通知メッセージ（エラー
または特殊条件に応答）を交換できます。

BGP の場合、各ルートはネットワーク番号、情報が通過した AS のリスト（AS パス）、および他の
パス アトリビュート リストで構成されます。BGP システムの主な機能は、AS パスのリストに関す
る情報など、ネットワークの到達可能性情報を他の BGP システムと交換することです。この情報
は、AS が接続されているかどうかを判別したり、ルーティング ループをプルーニングしたり、AS
レベル ポリシー判断を行うために使用できます。

Cisco IOS が稼働しているルータまたはスイッチが IBGP ルートを選択または使用するのは、ネクス
トホップ ルータで使用可能なルートがあり、IGP から同期信号を受信している（IGP 同期がディ
セーブルの場合は除く）場合です。複数のルートが使用可能な場合、BGP はアトリビュート値に基
づいてパスを選択します。BGP アトリビュートの詳細については、「BGP 判断アトリビュートの設
定」（p.35-53）を参照してください。

BGP バージョン 4 では Classless Interdomain Routing（CIDR）がサポートされているため、集約ルー
トを作成してスーパーネットを構築し、ルーティング テーブルのサイズを削減できます。CIDR は、
BGP 内部のネットワーク クラスの概念をエミュレートし、IP プレフィクスのアドバタイズをサ
ポートします。

ここでは、次の設定について説明します。

• BGP のデフォルト設定（p.35-47）

• BGP ルーティングのイネーブル化（p.35-49）

• ルーティング ポリシー変更の管理（p.35-52）

• BGP 判断アトリビュートの設定（p.35-53）

• ルート マップによる BGP フィルタリングの設定（p.35-55）

• ネイバによる BGP フィルタリングの設定（p.35-56）

• BGP フィルタリング用のプレフィクス リストの設定（p.35-57）

• BGP コミュニティ フィルタリングの設定（p.35-58）

• BGP ネイバおよびピア グループの設定（p.35-60）

• 集約アドレスの設定（p.35-62）

• ルーティング ドメイン連合の設定（p.35-62）

• BGP ルート リフレクタの設定（p.35-63）

• ルート ダンピング化の設定（p.35-64）

• BGP の表示およびメンテナンス（p.35-65）

BGP 設定の詳細については、『Cisco IOS IP Configuration Guide』 Release 12.2 の「IP Routing Protocols」
の「Configuring BGP」の章を参照してください。特定のコマンドの詳細については、『Cisco IOS IP
Command Reference, Volume 2 of 3:Routing Protocols』 Release 12.2 を参照してください。

表示されているにもかかわらずスイッチでサポートされない BGP コマンドについては、付録 C
「Cisco IOS Release 12.2(25)SED でサポートされていないコマンド」を参照してください。
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BGP のデフォルト設定
表 35-9 に、BGP の基本的なデフォルト設定を示します。すべての特徴については、『Cisco IOS IP
Command Reference, Volume 2 of 3:Routing Protocols』 Release 12.2 の特定コマンドを参照してくださ
い。

表 35-9 BGP のデフォルト設定

機能 デフォルト設定

集約アドレス ディセーブル：定義なし

AS パス アクセス リスト 定義なし

自動サマリー イネーブル

最適パス • ルータはルートを選択する場合に AS パスを考慮します。外部 BGP ピアからの
類似ルートは比較されません。

• ルータ ID の比較：ディセーブル

BGP コミュニティ リスト • 番号：定義なしコミュニティ番号を示す特定の値を許可すると、許可されてい

ないその他のコミュニティ番号は、いずれもデフォルトで暗黙的に拒否されま

す。

• フォーマット：シスコ デフォルト フォーマット（32 ビット番号）

BGP 連合 ID/ピア • ID：設定なし

• ピア：識別なし

BGP 高速外部フォールオーバー イネーブル

BGP ローカル初期設定 100。指定できる範囲は 0 ～ 4294967295 です（大きな値を推奨）。

BGP ネットワーク 指定なし。バックドア ルートのアドバタイズなし

BGP ルート ダンピング化 デフォルトでディセーブル。イネーブルの場合は、次のようになります。

• 半減期は 15 分

• 再使用は 750（10 秒増分）

• 抑制は 2000（10 秒増分）

• 最大抑制時間は半減期の 4 倍（60 分）

BGP ルータ ID ループバック インターフェイスに IP アドレスが設定されている場合は、ループ
バック インターフェイスの IP アドレス、またはルータの物理インターフェイスに
対して設定された最大の IP アドレス 

デフォルトの情報送信元（プロト

コルまたはネットワーク再配信）

ディセーブル

デフォルト メトリック 自動メトリック変換（組み込み）

距離 • 外部ルート管理距離：20（有効値は 1 ～ 255）

• 内部ルート管理距離：200（有効値は 1 ～ 255）

• ローカル ルート管理距離：200（有効値は 1 ～ 255）

ディストリビュート リスト • 入力（アップデート中に受信されたネットワークをフィルタリング）：ディセー

ブル

• 出力（アップデート中のネットワークのアドバタイズを抑制）：ディセーブル

内部ルート再配信 ディセーブル

IP プレフィクス リスト 定義なし
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Multi Exit Discriminator（MED） • 常に比較：ディセーブル異なる AS 内のネイバからのパスに対して、MED を比
較しません。

• 最適パスの比較：ディセーブル

• 最悪パスである MED の除外：ディセーブル

• 決定的な MED 比較：ディセーブル

ネイバ • アドバタイズ インターバル：外部ピアの場合は 30 秒、内部ピアの場合は 5 秒

• ロギング変更：イネーブル

• 条件付きアドバタイズ：ディセーブル

• デフォルト送信元：ネイバに送信されるデフォルト ルートはなし

• 説明：なし

• ディストリビュート リスト：定義なし

• 外部 BGP マルチホップ：直接接続されたネイバのみを許可

• フィルタ リスト：使用しない

• 受信したプレフィクスの最大数：制限なし

• ネクストホップ（BGP ネイバのネクストホップとなるルータ）：ディセーブル

• パスワード：ディセーブル

• ピア グループ：定義なし。割り当てメンバーなし

• プレフィクス リスト：指定なし

• リモート AS（ネイバ BGP テーブルへのエントリ追加）：ピア定義なし

• プライベート AS 番号の削除：ディセーブル

• ルート マップ：ピアへの適用なし

• コミュニティ アトリビュート送信：ネイバへの送信なし

• シャットダウンまたはソフト再設定：ディセーブル

• タイマー：キープアライブ：60 秒。ホールドタイム：180 秒

• アップデート送信元：最適ローカル アドレス

• バージョン：BGP バージョン 4

• ウェイト：BGP ピアによって学習されたルート：0。ローカル ルータから取得
されたルート： 32768

NSF1認識 ディセーブル2。レイヤ 3 スイッチでは、ハードウェアやソフトウェアの変更中に、
近接する NSF 対応ルータからパケットを転送し続けることができます。

ルート リフレクタ 設定なし

同期化（BGP および IGP） イネーブル

テーブル マップ アップデート ディセーブル

タイマー キープアライブ：60 秒。ホールドタイム：180 秒

1. NSF = Nonstop Forwarding
2. NSF 認識は、グレースフル リスタートをイネーブルにすると、Cisco IOS Release 12.2(25)SEC IPサービス イメージを稼働する、Catalyst 3550、

3560、3750 のスイッチにおいて IPv4 でイネーブルにすることができます。

表 35-9 BGP のデフォルト設定（続き）

機能 デフォルト設定
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NSF 認識

BGP NSF 認識機能は、Cisco IOS Release 12.2(25)SEC 以降、IP サービス イメージの IPv4 でサポート
されています。BGP ルーティングでこの機能をイネーブルにするには、グレースフル リスタート
をイネーブルにする必要があります。近接ルータが NSF 対応であり、この機能がイネーブルである
場合、レイヤ 3 スイッチは、ルータが障害を起こしてプライマリ RP がバックアップ RP によって
引き継がれる間、または処理を中断させずにソフトウェア アップグレードを行うためにプライマリ
RP を手動でリロードしている間、近接ルータからパケットを転送し続けます。

詳細については、次の URL の『BGP Nonstop Forwarding (NSF) Awareness Feature Guide』を参照し
てください。

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1839/products_feature_guide09186a008015fede.html

BGP ルーティングのイネーブル化
BGP ルーティングをイネーブルにするには、BGP ルーティング プロセスを確立し、ローカル ネッ
トワークを定義します。BGP はネイバとの関係を完全に認識する必要があるため、BGP ネイバも
指定する必要があります。

BGP は、内部および外部の 2 種類のネイバをサポートします。内部ネイバ は同じ AS 内に、外部ネ
イバ は異なる AS 内にあります。通常の場合、外部ネイバは相互に隣接し、1 つのサブネットを共
有しますが、内部ネイバは同じ AS 内の任意の場所に存在します。

スイッチではプライベート AS 番号を使用できます。プライベート AS 番号は通常サービス プロバ
イダーによって割り当てられ、ルートが外部ネイバにアドバタイズされないシステムに設定されま

す。プライベート AS 番号の範囲は 64512 ～ 65535 です。AS パスからプライベート AS 番号を削除
するように外部ネイバを設定するには、neighbor remove-private-asルータ コンフィギュレーション
コマンドを使用します。この結果、外部ネイバにアップデートを渡すとき、AS パス内にプライベー
ト AS 番号が含まれている場合は、これらの番号が削除されます。

AS が別の AS からさらに別の AS にトラフィックを渡す場合は、アドバタイズ対象のルートに矛盾
が存在しないことが重要です。BGP がルートをアドバタイズしてから、ネットワーク内のすべての
ルータが IGP を通してルートを学習した場合、AS は一部のルータがルーティングできなかったト
ラフィックを受信することがあります。このような事態を避けるため、BGP は IGP が AS に情報を
伝播し、BGP が IGP と同期化されるまで、待機する必要があります。同期化は、デフォルトでイ
ネーブルに設定されています。AS が特定の AS から別の AS にトラフィックを渡さない場合、また
は AS 内のすべてのルータで BGP が稼働している場合は、同期化をディセーブルにし、IGP 内で伝
送されるルート数を少なくして、BGP がより短時間で収束するようにします。

（注） BGP をイネーブルにするには、スタック マスター上で IP サービス イメージが稼働している必要が
あります。

BGP ルーティングをイネーブルにして BGP ルーティング プロセスを確立し、ネイバを指定するに
は、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 ip routing IP ルーティングをイネーブルにします（IP ルーティングがディ
セーブルになっている場合にのみ必須）。

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1839/products_feature_guide09186a008015fede.html


第 35章      IP ユニキャスト ルーティングの設定
BGP の設定

35-50
Catalyst 3750 スイッチ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

78-16180-06-J

BGP AS を削除するには、no router bgp autonomous-systemグローバル コンフィギュレーション コ
マンドを使用します。BGP テーブルからネットワークを削除するには、no network network-number
ルータ コンフィギュレーション コマンドを使用します。ネイバを削除するには、no neighbor 
{ip-address | peer-group-name} remote-as number ルータ コンフィギュレーション コマンドを使用し
ます。ネイバにアップデート内のプライベート AS 番号を追加するには、no neighbor {ip-address |

ステップ 3 router bgp autonomous-system BGP ルーティング プロセスをイネーブルにして AS 番号を割り
当て、ルータ コンフィギュレーション モードを開始します。指
定できる AS 番号は 1 ～ 65535 です。64512 ～ 65535 は、プライ
ベート AS 番号専用です。

ステップ 4 network network-number [mask 
network-mask] [route-map 
route-map-name]

この AS に対してローカルとなるようにネットワークを設定し、
BGP テーブルにネットワークを格納します。

ステップ 5 neighbor {ip-address | peer-group-name} 
remote-as number

BGP ネイバ テーブルに設定を追加し、IP アドレスによって識別
されるネイバが、指定された AS に属することを示します。

EBGP の場合、通常ネイバは直接接続されており、IP アドレスは
接続のもう一方の端におけるインターフェイスのアドレスです。

IBGP の場合、IP アドレスにはルータ インターフェイス内の任意
のアドレスを指定できます。

ステップ 6 neighbor {ip-address | peer-group-name} 
remove-private-as

（任意）発信ルーティング アップデート内の AS パスからプライ
ベート AS 番号を削除します。

ステップ 7 no synchronization （任意）BGP と IGP の同期化をディセーブルにします。

ステップ 8 no auto-summary （任意）自動ネットワーク サマライズをディセーブルにします。
デフォルトでは、IGP から BGP にサブネットが再配信された場
合、ネットワーク ルートのみが BGP テーブルに追加されます。

ステップ 9 bgp fast-external-fallover （任意）外部ネイバ間のリンクが切断された場合、BGP セッショ
ンを自動的にリセットします。デフォルトで、セッションは即座

にリセットされません。

ステップ 10 bgp graceful-restart （任意）NSF 認識をスイッチでイネーブルにします。NSF 認識は
デフォルトではディセーブルです。

ステップ 11 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 12 show ip bgp network network-number

または

show ip bgp neighbor

設定を確認します。

NSF 認識（グレースフル リスタート）がネイバでイネーブルに
なっていることを確認します。

スイッチとネイバで NSF 認識がイネーブルである場合は、次の
メッセージが表示されます。

Graceful Restart Capability: advertised and received

スイッチで NSF 認識がイネーブルであり、ネイバでディセーブ
ルである場合は、次のメッセージが表示されます。

Graceful Restart Capability: advertised

ステップ 13 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明
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peer-group-name} remove-private-asルータ コンフィギュレーション コマンドを使用します。同期化
を再度イネーブルにするには、synchronization ルータ コンフィギュレーション コマンドを使用し
ます。

次に、図 35-4に示されたルータ上で BGP を設定する例を示します。

ルータ A：

Switch(config)# router bgp 100
Switch(config-router)# neighbor 129.213.1.1 remote-as 200

ルータ B：

Switch(config)# router bgp 200
Switch(config-router)# neighbor 129.213.1.2 remote-as 100
Switch(config-router)# neighbor 175.220.1.2 remote-as 200

ルータ C：

Switch(config)# router bgp 200
Switch(config-router)# neighbor 175.220.212.1 remote-as 200
Switch(config-router)# neighbor 192.208.10.1 remote-as 300

ルータ D：

Switch(config)# router bgp 300
Switch(config-router)# neighbor 192.208.10.2 remote-as 200

BGP ピアが稼働していることを確認するには、show ip bgp neighborsイネーブル EXEC コマンドを
使用します。次に、ルータ A にこのコマンドを実行した場合の出力例を示します。

Switch# show ip bgp neighbors

BGP neighbor is 129.213.1.1, remote AS 200, external link
 BGP version 4, remote router ID 175.220.212.1
 BGP state = established, table version = 3, up for 0:10:59
 Last read 0:00:29, hold time is 180, keepalive interval is 60 seconds
 Minimum time between advertisement runs is 30 seconds
 Received 2828 messages, 0 notifications, 0 in queue
 Sent 2826 messages, 0 notifications, 0 in queue
 Connections established 11; dropped 10

state = established以外の情報が出力された場合、ピアは稼働していません。リモート ルータ ID は、
ルータ（または最大のループバック インターフェイス）上の最大の IP アドレスです。テーブルが
新規情報でアップデートされるたびに、テーブルのバージョン番号は増加します。継続的にテーブ

ル バージョン番号が増加している場合は、ルートがフラッピングし、ルーティング アップデート
が絶えず発生しています。

外部プロトコルの場合、networkルータ コンフィギュレーション コマンドから IP ネットワークへ
の参照によって制御されるのは、アドバタイズされるネットワークのみです。これは、network コ
マンドを使用してアップデートの送信先を指定する IGP（EIGRP など）と対照的です。

BGP 設定の詳細な説明については、『Cisco IOS IP Configuration Guide』 Release 12.2 の「IP Routing
Protocols」を参照してください。特定のコマンドの詳細については、『Cisco IOS IP Command Reference,
Volume 2 of 3:Routing Protocols』 Release 12.2 を参照してください。表示されているにもかかわらずス
イッチでサポートされない BGP コマンドについては、付録 C「Cisco IOS Release 12.2(25)SED でサ
ポートされていないコマンド」を参照してください。
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ルーティング ポリシー変更の管理
ピアのルーティング ポリシーには、着信または発信ルーティング テーブル アップデートに影響す
る可能性があるすべての設定が含まれます。BGP ネイバとして定義された 2 台のルータは、BGP 接
続を形成し、ルーティング情報を交換します。このあとで BGP フィルタ、ウェイト、距離、バー
ジョン、またはタイマーを変更する場合、または同様の設定変更を行う場合は、BGP セッションを
リセットし、設定の変更を有効にする必要があります。

リセットには、ハード リセットとソフト リセットの 2 つのタイプがあります。Cisco IOS リリース
12.1 以降では、事前に設定を行わなくても、ソフト リセットを使用できます。事前設定なしにソフ
ト リセットを使用するには、両方の BGP ピアでソフト ルート リフレッシュ機能がサポートされて
いなければなりません。この機能は、ピアによって TCP セッションが確立されたときに送信される
OPEN メッセージに格納されてアドバタイズされます。ソフト リセットを使用すると、BGP ルータ
間でルート リフレッシュ要求およびルーティング情報を動的に交換したり、それぞれの発信ルー
ティング テーブルをあとで再アドバタイズできます。

• ソフト リセットによってネイバから着信アップデートが生成された場合、このリセットはダイ
ナミック着信ソフト リセットといいます。

• ソフト リセットによってネイバに一連のアップデートが送信された場合、このリセットは発信
ソフト リセットといいます。

ソフト着信リセットが発生すると、新規着信ポリシーが有効になります。ソフト発信リセットが発

生すると、BGP セッションがリセットされずに、新規ローカル発信ポリシーが有効になります。発
信ポリシーのリセット中に新しい一連のアップデートが送信されると、新規着信ポリシーも有効に

なる場合があります。

表 35-10に、ハード リセットとソフト リセットの利点および欠点を示します。

BGP ピアがルート リフレッシュ機能をサポートするかどうかを学習して、BGP セッションをリ
セットするには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

表 35-10 ハード リセットとソフト リセットの利点および欠点

リセット タイプ 利点 欠点

ハード リセット メモリ オーバーヘッドが発生しません。 ネイバから提供された BGP、IP、および FIB
テーブルのプレフィクスが失われます。推奨し

ません。

発信ソフト リセット ルーティング テーブル アップデートが設定、保
管されません。

着信ルーティング テーブル アップデートがリ
セットされません。

ダイナミック着信ソ

フト リセット
BGP セッションおよびキャッシュが消去されま
せん。

ルーティング テーブル アップデートを保管する
必要がなく、メモリ オーバーヘッドが発生しま
せん。

両方の BGP ルータでルート リフレッシュ機能
をサポートする必要があります（Cisco IOS
Release 12.1 以降）。
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BGP 判断アトリビュートの設定
BGP スピーカーが複数の AS から受信したアップデートが、同じ宛先に対して異なるパスを示して
いる場合、BGP スピーカーはその宛先に到達する最適パスを 1 つ選択する必要があります。選択さ
れたパスは BGP ルーティング テーブルに格納され、ネイバに伝播されます。この判断は、アップ
デートに格納されているアトリビュート値、および BGP で設定可能な他の要因に基づいて行われ
ます。

BGP ピアはネイバ AS からプレフィクスに対する 2 つの EBGP パスを学習するとき、最適パスを選
択して IP ルーティング テーブルに挿入します。BGP マルチパス サポートがイネーブルで、同じネ
イバ AS から複数の EBGP パスを学習する場合、単一の最適パスの代わりに、複数のパスが IP ルー
ティング テーブルに格納されます。その後、パケット スイッチング中に、複数のパス間でパケッ
ト単位または宛先単位のロードバランシングが実行されます。maximum-pathsルータ コンフィギュ
レーション コマンドは、許可されるパス数を制御します。

次の順序で、BGP が最適パスを選択するためにアトリビュートを評価します。

1. パスで指定されているネクストホップが到達不能な場合、このアップデートは削除されます。
BGP のネクストホップのアトリビュート（ソフトウェアによって自動判別される）は、宛先に
到達するために使用されるネクストホップの IP アドレスです。EBGP の場合、通常このアドレ
スは neighbor remote-asルータ コンフィギュレーション コマンドで指定されたネイバの IP ア
ドレスです。ネクストホップの処理をディセーブルにするには、ルート マップまたは neighbor
next-hop-selfルータ コンフィギュレーション コマンドを使用します。

2. 最大ウェイトのパスを選択します（シスコ独自のパラメータ）。ウェイト アトリビュートはルー
タにローカルであるため、ルーティング アップデートで伝播されません。デフォルトでは、
ルータ送信元のパスに関するウェイト アトリビュートは 32768 で、それ以外のパスのウェイト
アトリビュートは 0 です。最大ウェイトのルートを選択します。ウェイトを設定するには、ア
クセス リスト、ルート マップ、または neighbor weightルータ コンフィギュレーション コマン
ドを使用します。

コマンド 説明

ステップ 1 show ip bgp neighbors ネイバがルート リフレッシュ機能をサポートするかどうかを表示しま
す。サポートされている場合は、ルータに関する次のメッセージが表示

されます。

Received route refresh capability from peer.

ステップ 2 clear ip bgp {* | address | 
peer-group-name}

指定された接続上でルーティング テーブルをリセットします。

• すべての接続をリセットする場合は、アスタリスク（*）を入力します。

• 特定の接続をリセットする場合は、IPアドレスを入力します。

• ピア グループをリセットする場合は、ピア グループ名を入力します。

ステップ 3 clear ip bgp {* | address | 
peer-group-name} soft out

（任意）指定された接続上で着信ルーティング テーブルをリセットするに
は、発信ソフト リセットを実行します。このコマンドは、ルート リフ
レッシュがサポートされている場合に使用してください。

• すべての接続をリセットする場合は、アスタリスク（*）を入力します。

• 特定の接続をリセットする場合は、IPアドレスを入力します。

• ピア グループをリセットする場合は、ピア グループ名を入力します。

ステップ 4 show ip bgp
show ip bgp neighbors

ルーティング テーブルおよび BGP ネイバに関する情報をチェックし、リ
セットされたことを確認します。
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3. ローカル初期設定値が最大のルートを選択します。ローカル初期設定はルーティング アップ
デートに含まれ、同じ AS 内のルータ間で交換されます。ローカル初期設定アトリビュートの
デフォルト値は 100 です。ローカル初期設定を設定するには、bgp default local-preferenceルー
タ コンフィギュレーション コマンドまたはルート マップを使用します。

4. ローカル ルータ上で稼働する BGP から送信されたルートを選択します。

5. AS パスが最短のルートを選択します。

6. 送信元タイプが最小のルートを選択します。内部ルートまたは IGP は、EGP によって学習され
たルートよりも小さく、EGP で学習されたルートは、未知の送信元のルートまたは別の方法で
学習されたルートよりも小さくなります。

7. 想定されるすべてのルートについてネイバ AS が同じである場合は、MED メトリック アトリ
ビュートが最小のルートを選択します。MED を設定するには、ルート マップまたは
default-metricルータ コンフィギュレーション コマンドを使用します。IBGP ピアに送信される
アップデートには、MED が含まれます。

8. 内部（IBGP）パスより、外部（EBGP）パスを選択します。

9. 最も近い IGP ネイバ（最小の IGP メトリック）を通って到達できるルートを選択します。ルー
タは、AS 内の最短の内部パス（BGP のネクストホップへの最短パス）を使用し、宛先に到達
するためです。

10. 次の条件にすべて該当する場合は、このパスのルートを IP ルーティング テーブルに挿入して
ください。

• 最適ルートと目的のルートがともに外部ルートである

• 最適ルートと目的のルートの両方が、同じネイバ AS からのルートである

• maximum-paths がイネーブルである

11. マルチパスがイネーブルでない場合は、BGP ルータ ID の IP アドレスが最小であるルートを選
択します。通常、ルータ ID はルータ上の最大の IP アドレスまたはループバック（仮想）アド
レスですが、実装に依存することがあります。

同じ判断アトリビュートを設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 router bgp autonomous-system BGP ルーティング プロセスをイネーブルにして AS 番号を割り
当て、ルータ コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 3 bgp best-path as-path ignore （任意）ルート選択中に AS パス長を無視するようにルータを設
定します。

ステップ 4 neighbor {ip-address | peer-group-name} 
next-hop-self

（任意）ネクストホップ アドレスの代わりに使用される特定の IP
アドレスを入力し、ネイバへの BGP アップデートに関するネク
ストホップの処理をディセーブルにします。

ステップ 5 neighbor {ip-address | peer-group-name} 
weight weight

（任意）ネイバ接続にウェイトを割り当てます。指定できる値は

0 ～ 65535 です。最大ウェイトのルートが選択されます。別の
BGP ピアから学習されたルートのデフォルト ウェイトは 0 で
す。ローカル ルータから送信されたルートのデフォルト ウェイ
トは 32768 です。

ステップ 6 default-metric number （任意）選択されたパスを外部ネイバに設定するように MED メ
トリックを設定します。MED を持たないすべてのルータも、こ
の値に設定されます。指定できる範囲は 1 ～ 4294967295 です。
最小値を推奨します。

ステップ 7 bgp bestpath med missing-as-worst （任意）MED がない場合は無限の値が指定されているとみなし、
MED 値を持たないパスが最も望ましくないパスになるように、
スイッチを設定します。
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デフォルト ステートに戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

ルート マップによる BGP フィルタリングの設定
BGP 内でルート マップを使用すると、ルーティング情報を制御、変更したり、ルーティング ドメ
イン間でルートを再配信する条件を定義できます。ルート マップの詳細については、「ルート マッ
プによるルーティング情報の再配信」（p.35-82）を参照してください。各ルート マップには、ルー
ト マップを識別する名前（マップ タグ）およびオプションのシーケンス番号が付いています。

ルート マップを使用してネクストホップ処理をディセーブルにするには、イネーブル EXEC モー
ドで次の手順を実行します。

ステップ 8 bgp always-compare med （任意）異なる AS 内のネイバからのパスに対して、MED を比較
するようにスイッチを設定します。デフォルトでは、MED は同
じ AS 内のパス間でのみ比較されます。

ステップ 9 bgp bestpath med confed （任意）連合内の異なるサブ AS によってアドバタイズされたパ
スから特定のパスを選択する場合に、MED を考慮するようにス
イッチを設定します。

ステップ 10 bgp deterministic med （任意）同じ AS 内の異なるピアによってアドバタイズされた
ルートから選択する場合に、MED 変数を考慮するようにスイッ
チを設定します。

ステップ 11 bgp default local-preference value （任意）デフォルトのローカル初期設定値を変更します。指定で

きる範囲は 0 ～ 4294967295 で、デフォルト値は 100 です。最大
のローカル初期設置値を推奨します。

ステップ 12 maximum-paths number （任意）IP ルーティング テーブルに追加するパスの数を設定しま
す。デフォルトでは、最適パスのみがルーティング テーブルに
追加されます。指定できる値は 1 ～ 8 です。複数の値を指定する
と、パス間のロードバランシングが可能になります。

ステップ 13 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 14 show ip bgp
show ip bgp neighbors

ルーティング テーブルおよび BGP ネイバに関する情報をチェッ
クし、リセットされたことを確認します。

ステップ 15 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 route-map map-tag [[permit | deny] | 
sequence-number]]

ルート マップを作成し、ルート マップ コンフィギュレーション
モードを開始します。

ステップ 3 set ip next-hop ip-address [...ip-address] 
[peer-address]

（任意）ネクストホップ処理をディセーブルにするようにルート

マップを設定します。

• 着信ルート マップの場合は、一致するルートのネクストホッ
プをネイバ ピア アドレスに設定し、サードパーティのネク
ストホップを上書きします。

• BGP ピアの発信ルート マップの場合は、ネクストホップを
ローカル ルータのピア アドレスに設定して、ネクストホッ
プ計算をディセーブルにします。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。
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ルート マップを削除するには、no route-map map-tagコマンドを使用します。ネクストホップ処理
を再びイネーブルにするには、no set ip next-hop ip-addressコマンドを使用します。

ネイバによる BGP フィルタリングの設定
BGP アドバタイズをフィルタリングするには、as-path access-listグローバル コンフィギュレーショ
ン コマンドや neighbor filter-listルータ コンフィギュレーション コマンドなどの AS パス フィルタ
を使用します。neighbor distribute-listルータ コンフィギュレーション コマンドとアクセス リスト
を併用することもできます。distribute-list フィルタはネットワーク番号に適用されます。
distribute-listコマンドの詳細については、「ルーティング アップデートのアドバタイズおよび処理
の制御」（p.35-90）を参照してください。

ネイバ単位でルート マップを使用すると、アップデートをフィルタリングしたり、各アトリビュー
トを変更できます。ルート マップは、着信アップデートまたは発信アップデートのいずれかに適用
できます。ルート マップを渡すルートのみが、アップデート内で送信または許可されます。着信お
よび発信の両方のアップデートで、AS パス、コミュニティ、およびネットワーク番号に基づくマッ
チングがサポートされています。AS パスのマッチングにはmatch as-path access-list ルート マップ
コマンド、コミュニティに基づくマッチングには match community-list ルート マップ コマンド、
ネットワークに基づくマッチングには ip access-listグローバル コンフィギュレーション コマンドが
必要です。

ネイバ単位のルート マップを適用するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

ネイバからアクセス リストを削除するには、no neighbor distribute-listコマンドを使用します。ネ
イバからルート マップを削除するには、no neighbor route-map map-tag ルータ コンフィギュレー
ション コマンドを使用します。

ステップ 5 show route-map [map-name] 設定を確認するため、設定されたすべてのルート マップ、また
は指定されたルート マップのみを表示します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 router bgp autonomous-system BGP ルーティング プロセスをイネーブルにして AS 番号を割り
当て、ルータ コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 3 neighbor {ip-address | peer-group name} 
distribute-list {access-list-number | name} 
{in | out}

（任意）アクセス リストの指定に従って、ネイバに対して送受信
される BGP ルーティング アップデートをフィルタリングしま
す。

（注） neighbor prefix-listルータ コンフィギュレーション コマ
ンドを使用して、アップデートをフィルタリングするこ
ともできますが、両方のコマンドを使用して同じ BGP ピ
アを設定することはできません。

ステップ 4 neighbor {ip-address | peer-group name} 
route-map map-tag {in | out}

（任意）ルート マップを適用し、着信または発信ルートをフィル
タリングします。

ステップ 5 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 show ip bgp neighbors 設定を確認します。

ステップ 7 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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BGP AS パスに基づいて着信および発信の両方のアップデートにアクセス リスト フィルタを指定
して、フィルタリングすることもできます。各フィルタは、正規表現に基づくアクセス リストです
（正規表現の作成方法については、『Cisco IOS Dial Technologies Command Reference』 Release 12.2 の
付録「Regular Expressions」を参照してください）。この方法を使用するには、AS パスのアクセス
リストを定義し、特定のネイバに対して送受信されるアップデートに適用します。

BGP パス フィルタリングを設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

BGP フィルタリング用のプレフィクス リストの設定
neighbor distribute-listルータ コンフィギュレーション コマンドを含む多数の BGP ルート フィルタ
リング コマンドでは、アクセス リストの代わりにプレフィクス リストを使用できます。プレフィ
クス リストを使用すると、大規模リストのロードおよび検索パフォーマンスが改善し、差分更新が
サポートされ、CLI（コマンドライン インターフェイス）設定が簡素化され、柔軟性が増すなどの
利点が生じます。

プレフィクス リストによるフィルタリングでは、アクセス リストの照合の場合と同様に、プレフィ
クス リストに記載されたプレフィクスとルートのプレフィクスが照合されます。一致が存在する場
合は、一致したルートが使用されます。プレフィクスが許可されるか、または拒否されるかは、次

に示す規則に基づいて決定されます。

• 空のプレフィクス リストはすべてのプレフィクスを許可します。

• 指定されたプレフィクスがプレフィクス リスト内のどのエントリとも一致しない場合は、暗黙
的な拒否が使用されます。

• 指定されたプレフィクスと一致するエントリがプレフィクス リスト内に複数存在する場合は、
シーケンス番号が最小であるプレフィクス リスト エントリが識別されます。

デフォルトでは、シーケンス番号は自動生成され、5 ずつ増分します。シーケンス番号の自動生成
をディセーブルにした場合は、エントリごとにシーケンス番号を指定する必要があります。シーケ

ンス番号を指定する場合の増分値に制限はありません。増分値が 1 の場合は、このリストに追加エ
ントリを挿入できません。増分値が大きい場合は、値が枯渇することがあります。

コンフィギュレーション エントリを削除する場合は、シーケンス番号を指定する必要はありませ
ん。showコマンドの出力には、シーケンス番号が含まれます。

コマンド内でプレフィクス リストを使用する場合は、あらかじめプレフィクス リストを設定して
おく必要があります。プレフィクス リストを作成したり、プレフィクス リストにエントリを追加
するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 ip as-path access-list access-list-number {permit 
| deny} as-regular-expressions

BGP 関連アクセス リストを定義します。

ステップ 3 router bgp autonomous-system BGP ルータ コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 4 neighbor {ip-address | peer-group name} 
filter-list {access-list-number | name} {in | out | 
weight weight}

アクセス リストに基づいて、BGP フィルタを確立します。

ステップ 5 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 show ip bgp neighbors [paths 
regular-expression]

設定を確認します。

ステップ 7 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存し
ます。
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プレフィクス リストまたはそのエントリをすべて削除する場合は、no ip prefix-list list-nameグロー
バル コンフィギュレーション コマンドを使用します。プレフィクス リストから特定のエントリを
削除する場合は、no ip prefix-list seq seq-valueグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用
します。シーケンス番号の自動生成をディセーブルにするには no ip prefix-list sequence numberコ
マンドを、自動生成を再びイネーブルにするには ip prefix-list sequence number コマンドを使用し
ます。プレフィクス リスト エントリのヒット数テーブルを消去するには、clear ip prefix-listイネー
ブル EXEC コマンドを使用します。

BGP コミュニティ フィルタリングの設定
BGP コミュニティ フィルタリングは、COMMUNITIES アトリビュートの値に基づいてルーティン
グ情報の配信を制御する BGP の方法の 1 つです。このアトリビュートによって、宛先はコミュニ
ティにグループ化され、コミュニティに基づいてルーティング判断が適用されます。この方法を使

用すると、ルーティング情報の配信制御を目的とする BGP スピーカーの設定が簡単になります。

コミュニティは、共通するいくつかのアトリビュートを共有する宛先のグループです。各宛先は複

数のコミュニティに属します。AS 管理者は、宛先が属するコミュニティを定義できます。デフォ
ルトでは、すべての宛先が一般的なインターネット コミュニティに属します。コミュニティは、過
渡的でグローバルな、オプションの COMMUNITIES アトリビュート（1 ～ 4294967200）によって
識別されます。事前に定義された既知のコミュニティの一部を、次に示します。

• internet ― このルートを、インターネット コミュニティにアドバタイズします。すべてのルー
タが所属します。

• no-export ― EBGP ピアに、このルートをアドバタイズしません。

• no-advertise ― どのピア（内部または外部）にも、このルートをアドバタイズしません。

• local-as ― ローカルな AS 外部のピアに、このルートをアドバタイズしません。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 ip prefix-list list-name [seq seq-value] deny | 
permit network/len [ge ge-value] [le le-value]

一致条件のために、アクセスを拒否（deny）または許可（permit）
するプレフィクス リストを作成します。シーケンス番号を指定
することもできます。少なくとも 1 つの permitコマンドまたは
denyコマンドを入力する必要があります。

• network/lenは、ネットワーク番号およびネットワーク マス
クの長さ（ビット単位）です。

• （任意）ge および le の値は、照合するプレフィクス長の範
囲を指定します。指定された ge-valueおよび le-valueは、次
の条件を満たす必要があります。len < ge-value < le-value <
32

ステップ 3 ip prefix-list list-name seq seq-value deny | 
permit network/len [ge ge-value] [le le-value]

（任意）プレフィクス リストにエントリを追加し、そのエント
リにシーケンス番号を割り当てます。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show ip prefix list [detail | summary] name 
[network/len] [seq seq-num] [longer] 
[first-match]

プレフィクス リストまたはプレフィクス リスト エントリに関
する情報を表示して、設定を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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コミュニティに基づき、他のネイバに許可、送信、および配信するルーティング情報を制御できま

す。BGP スピーカーは、ルートを学習、アドバタイズ、または再配信するときに、ルートのコミュ
ニティを設定、追加、または変更します。ルートを集約すると、作成された集約内の COMMUNITIES
アトリビュートに、すべての初期ルートの全コミュニティが含まれます。

コミュニティ リストを使用すると、ルート マップの match ステートメントで使用されるコミュニ
ティ グループを作成できます。さらに、アクセス リストの場合と同様、一連のコミュニティ リス
トを作成できます。ステートメントは一致が見つかるまでチェックされ、1 つのステートメントが
満たされると、テストは終了します。

コミュニティに基づいて COMMUNITIES アトリビュートおよび match ステートメントを設定する
には、「ルート マップによるルーティング情報の再配信」（p.35-82）に記載されている
match community-listおよび set communityルート マップ コンフィギュレーション コマンドを参照
してください。

デフォルトでは、COMMUNITIES アトリビュートはネイバに送信されません。COMMUNITIES ア
トリビュートが特定の IP アドレスのネイバに送信されるように指定するには、
neighbor send-communityルータ コンフィギュレーション コマンドを使用します。

コミュニティ リストを作成、適用するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 ip community-list community-list-number 
{permit | deny} community-number

コミュニティ リストを作成し、番号を割り当てます。

• community-list-number は 1 ～ 99 の整数です。この値は、コ
ミュニティの許可または拒否グループを 1 つまたは複数識
別します。

• community-numberは、set communityルート マップ コンフィ
ギュレーション コマンドで設定される番号です。

ステップ 3 router bgp autonomous-system BGP ルータ コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 4 neighbor {ip-address | peer-group name} 
send-community

この IP アドレスのネイバに送信する COMMUNITIES アトリ
ビュートを指定します。

ステップ 5 set comm-list list-num delete （任意）ルート マップで指定された標準または拡張コミュニティ
リストと一致する着信または発信アップデートのコミュニティ

アトリビュートから、コミュニティを削除します。

ステップ 6 exit グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 7 ip bgp-community new-format （任意）AA:NN のフォーマットで、BGP コミュニティを表示、解
析します。

BGP コミュニティは、2 つの部分からなる 2 バイト長フォーマッ
トで表示されます。シスコのデフォルトのコミュニティ フォー
マットは NNAA です。BGP に関する最新の RFC では、コミュニ
ティは AA:NN の形式をとります。最初の部分は AS 番号で、そ
の次の部分は 2 バイトの数値です。

ステップ 8 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 9  show ip bgp community 設定を確認します。

ステップ 10 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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BGP ネイバおよびピア グループの設定
通常、BGP ネイバの多くは同じアップデート ポリシー（同じ発信ルート マップ、配信リスト、フィ
ルタ リスト、アップデート送信元など）を使用して設定されます。アップデート ポリシーが同じ
ネイバをピア グループにまとめると設定が簡単になり、アップデートの効率が高まります。多数の
ピアを設定した場合は、この方法を推奨します。

BGP ピア グループを設定するには、ピア グループを作成し、そこにオプションを割り当てて、ピ
ア グループ メンバーとしてネイバを追加します。ピア グループを設定するには、neighborルータ
コンフィギュレーション コマンドを使用します。デフォルトでは、ピア グループ メンバーは 
remote-as（設定されている場合）、version、update-source、out-route-map、out-filter-list、out-dist-list、
minimum-advertisement-interval、next-hop-self など、ピア グループの設定オプションをすべて継承し
ます。すべてのピア グループ メンバーは、ピア グループに対する変更を継承します。また、発信
アップデートに影響しないオプションを無効にするように、メンバーを設定できます。

各ネイバに設定オプションを割り当てるには、ネイバの IP アドレスを使用し、次に示すルータ コ
ンフィギュレーション コマンドのいずれかを指定します。ピア グループにオプションを割り当て
るには、ピア グループ名を使用し、いずれかのコマンドを指定します。neighbor shutdownルータ
コンフィギュレーション コマンドを使用すると、すべての設定情報を削除せずに、BGP ピアまた
はピア グループをディセーブルにできます。

BGP ピアを設定するには、イネーブル EXEC モードで次のコマンドを使用します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 router bgp autonomous-system BGP ルータ コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 3 neighbor peer-group-name peer-group BGP ピア グループを作成します。

ステップ 4 neighbor ip-address peer-group 
peer-group-name

BGP ネイバをピア グループのメンバーにします。

ステップ 5 neighbor {ip-address | peer-group-name} 
remote-as number

BGP ネイバを指定します。remote-as number を使用してピア グ
ループが設定されていない場合は、このコマンドを使用し、EBGP
ネイバを含むピア グループを作成します。指定できる範囲は 1
～ 65535 です。

ステップ 6 neighbor {ip-address | peer-group-name} 
description text

（任意）ネイバに記述子を関連付けます。

ステップ 7 neighbor {ip-address | peer-group-name} 
default-originate [route-map map-name]

（任意）BGP スピーカー（ローカル ルータ）にネイバへのデフォ
ルト ルート 0.0.0.0 の送信を許可して、このルートがデフォルト
ルートとして使用されるようにします。

ステップ 8 neighbor {ip-address | peer-group-name} 
send-community

（任意）この IP アドレスのネイバに送信する COMMUNITIES ア
トリビュートを指定します。

ステップ 9 neighbor {ip-address | peer-group-name} 
update-source interface

（任意）IBGP セッションに、TCP 接続に関するすべての操作イン
ターフェイスの使用を許可します。

ステップ 10 neighbor {ip-address | peer-group-name} 
ebgp-multihop

（任意）ネイバがセグメントに直接接続されていない場合でも、

BGP セッションを使用可能にします。マルチホップ ピア アドレ
スへの唯一のルートがデフォルト ルート（0.0.0.0）の場合、マル
チホップ セッションは確立されません。

ステップ 11 neighbor {ip-address | peer-group-name} 
local-as number

（任意）ローカル AS として使用する AS 番号を指定します。指定
できる範囲は 1 ～ 65535 です。

ステップ 12 neighbor {ip-address | peer-group-name} 
advertisement-interval seconds

（任意）BGP ルーティング アップデートを送信する最小インター
バルを設定します。
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既存の BGP ネイバまたはネイバ ピア グループをディセーブルにするには、neighbor shutdownルー
タ コンフィギュレーション コマンドを使用します。ディセーブル化されている既存のネイバまた
はネイバ ピア グループをイネーブルにするには、no neighbor shutdownルータ コンフィギュレー
ション コマンドを使用します。

ステップ 13 neighbor {ip-address | peer-group-name} 
maximum-prefix maximum [threshold]

（任意）ネイバから受信できるプレフィクス数を制御します。指

定できる範囲は 1 ～ 4294967295 です。threshold（任意）は、警
告メッセージが生成される基準となる最大値（パーセント）で

す。デフォルト値は 75% です。

ステップ 14 neighbor {ip-address | peer-group-name} 
next-hop-self

（任意）ネイバ宛の BGP アップデートに関して、ネクストホップ
での処理をディセーブルにします。

ステップ 15 neighbor {ip-address | peer-group-name} 
password string

（任意）TCP 接続での MD5 認証を BGP ピアに設定します。両方
の BGP ピアに同じパスワードを設定する必要があります。そう
しないと、BGP ピア間に接続が作成されません。

ステップ 16 neighbor {ip-address | peer-group-name} 
route-map map-name {in | out}

（任意）着信または発信ルートにルート マップを適用します。

ステップ 17 neighbor {ip-address | peer-group-name} 
send-community

（任意）この IP アドレスのネイバに送信する COMMUNITIES ア
トリビュートを指定します。

ステップ 18 neighbor {ip-address | peer-group-name} 
timers keepalive holdtime

（任意）ネイバまたはピア グループ用のタイマーを設定します。

• keepalive インターバルは、キープアライブ メッセージがピ
アに送信される間隔です。指定できる範囲は 1 ～ 4294967295
秒で、デフォルトは 60 秒です。

• holdtimeは、キープアライブ メッセージを受信しなかった場
合、ピアが非アクティブと宣言されるまでのインターバルで

す。指定できる範囲は 1 ～ 4294967295 秒で、デフォルトは
180 秒です。

ステップ 19 neighbor {ip-address | peer-group-name} 
weight weight

（任意）ネイバからのすべてのルートに関するウェイトを指定し

ます。

ステップ 20 neighbor {ip-address | peer-group-name} 
distribute-list {access-list-number | name} 
{in | out}

（任意）アクセス リストの指定に従って、ネイバに対して送受信
される BGP ルーティング アップデートをフィルタリングしま
す。

ステップ 21 neighbor {ip-address | peer-group-name} 
filter-list access-list-number {in | out | 
weight weight}

（任意）BGP フィルタを確立します。

ステップ 22 neighbor {ip-address | peer-group-name} 
version value

（任意）ネイバと通信するときに使用する BGP バージョンを指定
します。

ステップ 23 neighbor {ip-address | peer-group-name} 
soft-reconfiguration inbound

（任意）受信したアップデートの保管を開始するようにソフト

ウェアを設定します。

ステップ 24 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 25 show ip bgp neighbors 設定を確認します。

ステップ 26 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明
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集約アドレスの設定

CIDR を使用すると、集約ルート（またはスーパーネット）を作成して、ルーティング テーブルの
サイズを最小化できます。BGP 内に集約ルートを設定するには、集約ルートを BGP に再配信する
か、または BGP ルーティング テーブル内に集約エントリを作成します。BGP テーブル内に特定の
エントリがさらに 1 つまたは複数存在する場合は、BGP テーブルに集約アドレスが追加されます。

ルーティング テーブル内に集約アドレスを作成するには、イネーブル EXEC モードで次のコマン
ドを使用します。

集約エントリを削除するには、no aggregate-address address mask ルータ コンフィギュレーション
コマンドを使用します。オプションをデフォルト値に戻すには、キーワードを指定してコマンドを

使用します。

ルーティング ドメイン連合の設定
IBGP メッシュを削減する方法の 1 つは、AS を複数のサブ AS に分割して、単一の AS として認識
される単一の連合にグループ化することです。各 AS は内部で完全にメッシュ化されていて、同じ
連合内の他の AS との間には数本の接続があります。異なる AS 内にあるピアでは EBGP セッショ
ンが使用されますが、ルーティング情報は IBGP ピアと同様な方法で交換されます。特に、ネクス
トホップ、MED、およびローカル初期設定情報が維持されるため、すべての AS で単一の IGP を使
用できます。

BGP 連合を設定するには、AS システム グループの AS 番号として機能する連合 ID を指定する必要
があります。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 router bgp autonomous-system BGP ルータ コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 3 aggregate-address address mask BGP ルーティング テーブル内に集約エントリを作成します。集
約ルートは AS からのルートとしてアドバタイズされます。情報
が失われた可能性があることを示すため、アトミック集約アトリ

ビュートが設定されます。

ステップ 4 aggregate-address address mask as-set （任意）AS 設定パス情報を生成します。このコマンドは、この前
のコマンドと同じ規則に従う集約エントリを作成します。ただ

し、アドバタイズされるパスは、すべてのパスに含まれる全要素

で構成される AS_SET です。多くのパスを集約するときは、この
キーワードを使用しないでください。このルートは絶えず取り消

され、更新されます。

ステップ 5 aggregate-address address-mask 
summary-only

（任意）サマリー アドレスのみをアドバタイズします。

ステップ 6 aggregate-address address mask 
suppress-map map-name

（任意）選択された、より具体的なルートを抑制します。

ステップ 7 aggregate-address address mask 
advertise-map map-name

（任意）ルート マップによって指定された設定に基づいて、集約
を生成します。

ステップ 8 aggregate-address address mask 
attribute-map map-name

（任意）ルート マップで指定されたアトリビュートを持つ集約を
生成します。

ステップ 9 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 10 show ip bgp neighbors [advertised-routes] 設定を確認します。

ステップ 11 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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BGP 連合を設定するには、イネーブル EXEC モードで次のコマンドを使用します。

BGP ルート リフレクタの設定
BGP では、すべての IBGP スピーカーを完全メッシュ構造にする必要があります。外部ネイバから
ルートを受信したルータは、そのルートをすべての内部ネイバにアドバタイズする必要がありま

す。ルーティング情報のループを防ぐには、すべての IBGP スピーカーを接続する必要があります。
内部ネイバは、内部ネイバから取得されたルートを他の内部ネイバに送信しません。

ルート リフレクタを使用すると、取得されたルートをネイバに渡す場合に他の方法が使用されるた
め、すべての IBGP スピーカーを完全メッシュ構造にする必要はありません。IBGP ピアをルート
リフレクタに設定すると、その IBGP ピアは IBGP によって取得されたルートを一連の IBGP ネイバ
に送信するようになります。ルート リフレクタの内部ピアには、クライアント ピアと非クライア
ント ピア（AS 内の他のすべてのルータ）の 2 つのグループがあります。ルート リフレクタは、こ
れらの 2 つのグループ間でルートを反映させます。ルート リフレクタおよびそのクライアント ピ
アは、クラスタを形成します。非クライアント ピアは相互に完全メッシュ構造にする必要がありま
すが、クライアント ピアはその必要はありません。クラスタ内のクライアントは、そのクラスタ外
の IBGP スピーカーと通信しません。

アドバタイズされたルートを受信したルート リフレクタは、ネイバに応じて、次のいずれかのアク
ションを実行します。

• EBGP スピーカーからのルートをすべてのクライアントおよび非クライアント ピアにアドバタ
イズします。

• 非クライアント ピアからのルートをすべてのクライアントにアドバタイズします。

• クライアントからのルートをすべてのクライアントおよび非クライアント ピアにアドバタイ
ズします。したがって、クライアントを完全メッシュ構造にする必要はありません。

通常、クライアントのクラスタにはルート リフレクタが 1 つあり、クラスタはルート リフレクタ
のルータ ID で識別されます。冗長性を高めて、シングル ポイントでの障害を回避するには、クラ
スタに複数のルート リフレクタを設定する必要があります。このように設定した場合は、ルート
リフレクタが同じクラスタ内のルート リフレクタからのアップデートを認識できるように、クラス
タ内のすべてのルート リフレクタに同じクラスタ ID（4 バイト）を設定する必要があります。クラ
スタを処理するすべてのルート リフレクタは完全メッシュ構造にし、一連の同一なクライアント
ピアおよび非クライアント ピアを設定する必要があります。

ルート リフレクタおよびクライアントを設定するには、イネーブル EXEC モードで次のコマンド
を使用します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 router bgp autonomous-system BGP ルータ コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 3 bgp confederation identifier 
autonomous-system

BGP 連合 ID を設定します。

ステップ 4 bgp confederation peers 
autonomous-system [autonomous-system ...]

連合に属する AS、および特殊な EBGP ピアとして処理する AS
を指定します。

ステップ 5 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 show ip bgp neighbor

show ip bgp network

設定を確認します。

ステップ 7 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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ルート ダンピング化の設定
ルート フラップ ダンピング化は、インターネットワーク内でフラッピング ルートの伝播を最小化
するための BGP 機能です。ルートがフラッピングとみなされるのは、ルートが使用可能、使用不
可能、使用可能、使用不可能など、状態が継続的に変化する場合です。ルート ダンピング化がイ
ネーブルの場合は、フラッピングしているルートに penalty 値が割り当てられます。ルートの累積
ペナルティが設定された制限値に到達すると、ルートが稼働している場合であっても、BGP はルー
トのアドバタイズを抑制します。再使用限度は、ペナルティと比較される設定可能な値です。ペナ

ルティが再使用限度より小さくなると、起動中の抑制されたルートのアドバタイズが再開されま

す。

IBGP によって取得されたルートには、ダンピング化が適用されません。このポリシーにより、IBGP
ピアのペナルティが AS 外部のルートよりも大きくなることはありません。

BGP ルート ダンピング化を設定するには、イネーブル EXEC モードで次のコマンドを使用します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 router bgp autonomous-system BGP ルータ コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 3 neighbor ip-address | peer-group-name 
route-reflector-client

ローカル ルータを BGP ルート リフレクタに、指定されたネイバ
をクライアントに設定します。

ステップ 4 bgp cluster-id cluster-id （任意）クラスタに複数のルート リフレクタが存在する場合、ク
ラスタ ID を設定します。

ステップ 5 no bgp client-to-client reflection （任意）クライアント間のルート反映をディセーブルにします。

デフォルトでは、ルート リフレクタ クライアントからのルート
は、他のクライアントに反映されます。ただし、クライアントが

完全メッシュ構造の場合、ルート リフレクタはルートをクライ
アントに反映させる必要がありません。

ステップ 6 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 7 show ip bgp 設定を確認します。送信元の ID およびクラスタ リスト アトリ
ビュートを表示します。

ステップ 8 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 router bgp autonomous-system BGP ルータ コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 3 bgp dampening BGP ルート ダンピング化をイネーブルにします。

ステップ 4 bgp dampening half-life reuse suppress 
max-suppress [route-map map]

（任意）ルート ダンピング化係数のデフォルト値を変更します。

ステップ 5 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 show ip bgp flap-statistics [{regexp 
regexp} | {filter-list list} | {address mask 
[longer-prefix]}]

（任意）フラッピングしているすべてのパスのフラップをモニタ

します。ルートの抑制が終了し、安定状態になると、統計情報が

削除されます。

ステップ 7 show ip bgp dampened-paths （任意）抑制されるまでの時間を含めて、ダンピングされたルー

トを表示します。
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フラップ ダンピング化をディセーブルにするには、キーワードを指定しないで no bgp dampening
ルータ コンフィギュレーション コマンドを使用します。ダンピング係数をデフォルト値に戻すに
は、値を指定して no bgp dampeningルータ コンフィギュレーション コマンドを使用します。

BGP の表示およびメンテナンス
特定のキャッシュ、テーブル、またはデータベースのすべての内容を削除できます。この作業は、

特定の構造の内容が無効になる場合、または無効である疑いがある場合に必要となります。

BGP ルーティング テーブル、キャッシュ、データベースの内容など、特定の統計情報を表示でき
ます。これらの情報を、リソースの利用率を取得したり、ネットワーク問題を解決するために使用

できます。さらに、ノードの到達可能性に関する情報を表示し、デバイスのパケットが経由する

ネットワーク内のパスを検出できます。

表 35-8に、BGP を消去および表示するために使用するイネーブル EXEC コマンドを示します。表
示フィールドの詳細については、『Cisco IOS IP Command Reference, Volume 2 of 3:Routing Protocols』
Release 12.2 を参照してください。

ステップ 8 clear ip bgp flap-statistics [{regexp 
regexp} | {filter-list list} | {address mask 
[longer-prefix]}

（任意）BGP フラップ統計情報を消去して、ルートがダンピング
化される可能性を小さくします。

ステップ 9 clear ip bgp dampening （任意）ルート ダンピング情報を消去して、ルートの抑制を解除
します。

ステップ 10 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明

表 35-11 IP BGP の clear および show コマンド

コマンド 説明

clear ip bgp address 特定の BGP 接続をリセットします。

clear ip bgp * すべての BGP 接続をリセットします。

clear ip bgp peer-group tag BGP ピア グループのすべてのメンバーを削除します。

show ip bgp prefix プレフィクスがアドバタイズされるピア グループ、またはピア グ
ループに含まれないピアを表示します。ネクストホップやローカ

ル プレフィクスなどのプレフィクス アトリビュートも表示され
ます。

show ip bgp cidr-only サブネットおよびスーパーネット ネットワーク マスクを含むす
べての BGP ルートを表示します。

show ip bgp community [community-number] [exact] 指定されたコミュニティに属するルートを表示します。

show ip bgp community-list community-list-number 
[exact-match]

コミュニティ リストで許可されたルートを表示します。

show ip bgp filter-list access-list-number 指定された AS パス アクセス リストによって照合されたルートを
表示します。

show ip bgp inconsistent-as 送信元の AS と矛盾するルートを表示します。

show ip bgp regexp regular-expression コマンドラインに入力された特定の正規表現と一致する AS パス
を持つルートを表示します。

show ip bgp BGP ルーティング テーブルの内容を表示します。

show ip bgp neighbors [address] 各ネイバとの BGP 接続および TCP 接続に関する詳細情報を表示
します。
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また、bgp log-neighbor changesルータ コンフィギュレーション コマンドを使用し、BGP ネイバを
リセット、起動、またはダウンさせるときに生成されるメッセージのロギングをイネーブルにする

こともできます。

show ip bgp neighbors [address] [advertised-routes | 
dampened-routes | flap-statistics | paths 
regular-expression | received-routes | routes]

特定の BGP ネイバから取得されたルートを表示します。

show ip bgp paths データベース内のすべての BGP パスを表示します。

show ip bgp peer-group [tag] [summary] BGP ピア グループに関する情報を表示します。

show ip bgp summary すべての BGP 接続のステータスを表示します。

表 35-11 IP BGP の clear および show コマンド（続き）

コマンド 説明
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マルチ VRF CE の設定
Virtual Private Network（VPN;仮想私設網）は、ISPバックボーン ネットワーク上でお客様にセキュ
アな帯域幅共有を提供します。VPN は、共通ルーティング テーブルを共有するサイトの集合です。
カスタマー サイトは、1つまたは複数のインターフェイスでサービスプロバイダー ネットワークに
接続され、サービス プロバイダーは、VPN routing/forwarding（VRF）テーブルと呼ばれる VPNルー
ティング テーブルと各インターフェイスを関連付けます。

Catalyst 3750スイッチは、Customer Edge（CE; カスタマー エッジ）デバイスの複数の VRF（マルチ
VRF）インスタンスをサポートします（マルチ VRF CE）。サービス プロバイダーは、マルチ VRF
CE により、重複する IP アドレスで複数の VPN をサポートできます。

（注） スイッチでは、VPN のサポートのためにMultiprotocol Label Switching（MPLS;マルチプロトコル ラ
ベル スイッチング）が使用されません。MPLS VRF の詳細については、『Cisco IOS Switching Services
Configuration Guide』 Release 12.2 を参照してください。

ここでは、以下について説明します。

• マルチ VRF CE の概要（p.35-67）

• マルチ VRF CE のデフォルト設定（p.35-69）

• マルチ VRF CE の設定時の注意事項（p.35-69）

• VRF の設定（p.35-70）

• VPN ルーティング セッションの設定（p.35-71）

• BGP PE/CE ルーティング セッションの設定（p.35-72）

• マルチ VRF CE の設定例（p.35-73）

• マルチ VRF CE ステータスの表示（p.35-77）

マルチ VRF CE の概要
マルチ VRF CE は、サービス プロバイダーが複数の VPN をサポートし、VPN 間で IP アドレスを重
複して使用できるようにする機能です。マルチ VRF CE は入力インターフェイスを使用して、さま
ざまな VPN のルートを区別し、1 つまたは複数のレイヤ 3 インターフェイスと各 VRF を関連付け
て仮想パケット転送テーブルを形成します。VRF のインターフェイスは、イーサネット ポートの
ように物理的なもの、または VLAN SVI のように論理的なものにもできますが、複数の VRF に属
すことはできません。

（注） マルチ VRF CE インターフェイスは、レイヤ 3 インターフェイスである必要があります。

マルチ VRF CE には次のデバイスが含まれます。

• お客様は、CE デバイスにより、1 つまたは複数の Provider Edge（PE; プロバイダー エッジ）
ルータへのデータ リンクを介してサービスプロバイダ ネットワークにアクセスできます。CE
デバイスは、サイトのローカル ルートをルータにアドバタイズし、リモート VPN ルートをそ
こから学習します。Catalyst 3750スイッチは、CE にすることができます。

• PE ルータは、スタティック ルーティング、または BGP、RIPv2、OSPF、EIGRP などのルーティ
ング プロトコルを使用して、CE デバイスとルーティング情報を交換します。PE では、直接接
続している VPN の VPN ルートのみを維持すればよく、すべてのサービスプロバイダー VPN
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ルートを維持する必要はありません。各 PE ルータは、直接接続しているサイトごとに VRF を
維持します。すべてのサイトが同じ VPN に存在する場合は、PE ルータの複数のインターフェ
イスを 1 つの VRF に関連付けることができます。各 VPN は、指定された VRF にマッピングさ
れます。PE ルータは、ローカル VPN ルートを CE から学習したあとで、IBPG を使用して別の
PE ルータと VPN ルーティング情報を交換します。

• CE デバイスに接続していないサービス プロバイダー ネットワークのルータは、プロバイダー
ルータやコア ルータになります。

マルチ VRF CE では、複数のお客様が 1 つの CE を共有でき、CE と PE の間で 1 つの物理リンクの
みが使用されます。共有 CE は、お客様ごとに別々の VRF テーブルを維持し、独自のルーティング
テーブルに基づいて、お客様ごとにパケットをスイッチングまたはルーティングします。マルチ

VRF CE は、制限付きの PE 機能を CE デバイスに拡張して、別々の VRF テーブルを維持し、VPN
のプライバシおよびセキュリティを支店に拡張します。

図 35-5は、Catalyst 3750スイッチを複数の仮想 CE として使用した設定を示しています。このシナ
リオは、中小企業など、VPN サービスの帯域幅要件が低いお客様に適しています。そのような場
合、Catalyst 3750スイッチではマルチ VRF CE のサポートが必要です。マルチ VRF CE はレイヤ 3
機能なので、VRF のそれぞれのインターフェイスはレイヤ 3 インターフェイスである必要がありま
す。

図 35-5 複数の仮想 CE として動作する Catalyst 3750スイッチ

CE スイッチは、レイヤ 3 インターフェイスを VRF に追加するコマンドを受信すると、マルチ VRF
CE 関連のデータ構造で VLAN ID と Policy Label（PL）の間に適切なマッピングを設定し、VLAN
ID と PL を VLAN データベースに追加します。

マルチ VRF CE を設定すると、レイヤ 3 転送テーブルは、次の 2 つのセクションに概念的に分割さ
れます。

• マルチ VRF CE ルーティング セクションには、さまざまな VPN からのルートが含まれます。

• グローバル ルーティング セクションには、インターネットなど、VPN 以外のネットワークへ
のルートが含まれます。

さまざまな VRF の VLAN ID はさまざまなポリシー ラベルにマッピングされ、処理中に VRF を区
別するために使用されます。レイヤ 3 設定機能では、学習した新しい VPN ルートごとに、入力ポー
トの VLAN ID を使用してポリシー ラベルを取得し、マルチ VRF CE ルーティング セクションにポ
リシー ラベルおよび新しいルートを挿入します。ルーテッド ポートからパケットを受信した場合
は、ポート内部 VLAN ID 番号が使用されます。SVI からパケットを受信した場合は、VLAN 番号
が使用されます。

VPN 1

VPN 2

VPN 1

VPN 2

CE2PE1 PE2CE1

CE = 
PE = 10

13
85
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マルチ VRF CE 対応ネットワークのパケット転送処理は次のとおりです。

• スイッチは、VPN からパケットを受信すると、入力ポリシー ラベル番号に基づいてルーティ
ング テーブルを検索します。ルートが見つかると、スイッチはパケットを PE に転送します。

• 入力 PE は、CE からパケットを受信すると、VRF 検索を実行します。ルートが見つかると、
ルータは対応する MPLS ラベルをパケットに追加し、MPLS ネットワークに送信します。

• 出力 PE は、ネットワークからパケットを受信すると、ラベルを除去してそのラベルを使用し、
正しい VPN ルーティング テーブルを識別します。次に通常のルート検索を実行します。ルー
トが見つかると、パケットを正しい隣接関係に転送します。

• CE は、出力 PE からパケットを受信すると、入力ポリシー ラベルを使用して正しい VPN ルー
ティング テーブルを検索します。ルートが見つかると、パケットを VPN 内で転送します。

VRF を設定するには、VRF テーブルを作成し、VRF に関連するレイヤ 3 インターフェイスを指定
します。次に、VPN、および CE と PE 間でルーティング プロトコルを設定します。プロバイダー
のバックボーンで VPN ルーティング情報を配信する場合は、BGP が望ましいルーティング プロト
コルです。マルチ VRF CE ネットワークには、次の 3 つの主要コンポーネントがあります。

• VPN ルート ターゲット コミュニティ ― VPN コミュニティのその他すべてのメンバーのリス
ト。VPN コミュニティ メンバーごとに VPN ルート ターゲットを設定する必要があります。

• VPN コミュニティ PE ルータのマルチプロトコル BGP ピアリング ― VPN コミュニティのすべ
てのメンバーに VRF 到達可能性情報を伝播します。VPN コミュニティのすべての PE ルータで
BGP ピアリングを設定する必要があります。

• VPN 転送 ― VPN サービスプロバイダー ネットワークを介し、全 VPN コミュニティ メンバー
間で全トラフィックを伝送します。

マルチ VRF CE のデフォルト設定
表 35-12に、VRF のデフォルト設定を示します。

マルチ VRF CE の設定時の注意事項

（注） マルチ VRF CE を使用するには、IP サービス イメージをスイッチにインストールする必要があり
ます。

ネットワークに VRF を設定する場合は、以下に注意してください。

• マルチ VRF CE を含むスイッチは複数のお客様によって共有され、各お客様には独自のルー
ティング テーブルがあります。

• お客様は別々の VRF テーブルを使用するので、同じ IP アドレスを再利用できます。別々の VPN
では IP アドレスの重複が許可されます。

表 35-12 VRF のデフォルト設定

機能 デフォルト設定

VRF ディセーブル VRF は定義されていません。

マップ インポート マップ、エクスポート マップ、ルート マップは定義されていま
せん。

VRF 最大ルート数 ファスト イーサネット スイッチ：8000 
ギガビット イーサネット スイッチ： 12000

転送テーブル インターフェイスのデフォルトは、グローバル ルーティング テーブルです。
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• マルチ VRF CE では、複数のお客様が、PE と CE の間で同じ物理リンクを共有できます。複数
の VLAN を持つトランク ポートでは、パケットがお客様間で分離されます。それぞれのお客
様には独自の VLAN があります。

• マルチ VRF CE ではサポートされない MPLS-VRF 機能があります。ラベル交換、LDP 隣接関
係、ラベル付きパケットはサポートされません。

• PE ルータの場合、マルチ VRF CE の使用と複数の CE の使用に違いはありません。図 35-5 で
は、複数の仮想レイヤ 3 インターフェイスがマルチ VRF CE デバイスに接続されています。

• スイッチでは、物理ポートか VLAN SVI、またはその両方の組み合わせを使用して、VRF を設
定できます。SVI は、アクセス ポートまたはトランク ポートで接続できます。

• お客様は、別のお客様と重複しないかぎり、複数の VLAN を使用できます。お客様の VLAN
は、スイッチに保存されている適切なルーティング テーブルの識別に使用される特定ルーティ
ング テーブル ID にマッピングされます。

• Catalyst 3750スイッチは、1 つのグローバル ネットワークおよび最大数 26 の VRF をサポート
します。

• CE と PE の間では、ほとんどのルーティング プロトコル（BGP、OSPF、RIP、スタティック
ルーティング）を使用できます。ただし次の理由から、BGP(EBGP) の使用を推奨します。

－ BGP では、複数の CE とのやり取りに複数のアルゴリズムを必要としません。

－ BGP は、さまざまな管理者によって稼働するシステム間でルーティング情報を渡すように
設計されています。

－ BGP では、ルートのアトリビュートを CE に簡単に渡すことができます。

• マルチ VRF CE は、パケットのスイッチング レートに影響しません。

• VPN マルチキャストはサポートされません。

• VRF を設定しない場合は、104 のポリシーを設定できます。

• VRF を 1 つでも設定する場合は、41 のポリシーを設定できます。

• 41 より多いポリシーを設定する場合は、VRF を設定できません。

• VRF とプライベート VLAN は相互に排他的です。プライベート VLAN では VRF をイネーブル
にできません。同じように、VLAN インターフェイスで VRF が設定されている VLAN では、
プライベート VLAN をイネーブルにすることはできません。

• VRFと Policy-Based Routing（PBR;ポリシー ベース ルーティング）は、スイッチ インターフェ
イス上で相互に排他的です。PBR がインターフェイスでイネーブルになっているときは、VRF
をイネーブルにすることはできません。VRF がインターフェイスでイネーブルになっていると
きは、PBR をイネーブルにはできません。

VRF の設定
1 つまたは複数の VRF を設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。コマン
ドの完全な構文と使用法については、このリリースのスイッチ コマンド リファレンス、および
『Cisco IOS Switching Services Command Reference』 Release 12.2 を参照してください。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 ip routing IP ルーティングをイネーブルにします

ステップ 3 ip vrf vrf-name VRF に名前を付けて VRF コンフィギュレーション モードを開
始します。

ステップ 4 rd route-distinguisher ルート識別子を指定し、VRF テーブルを作成します。AS 番号と
任意の番号（xxx:y）、または IP アドレスと任意の番号（A.B.C.D:y）
を入力します。
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VRF を削除してすべてのインターフェイスを削除するには、no ip vrf vrf-nameグローバル コンフィ
ギュレーション コマンドを使用します。VRF からあるインターフェイスを削除するには、no ip vrf
forwardingインターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。

VPN ルーティング セッションの設定
VPN 内のルーティングは、サポートされている任意のルーティング プロトコル（RIP、OSPF、
EIGRP、BGP）、またはスタティック ルーティングで設定できます。ここで説明する設定は OSPF の
ものですが、その他のプロトコルでも手順は同じです。

VPN で OSPF を設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

VPN 転送テーブルと OSPF ルーティング プロセスの関連を解除するには、no router ospf process-id
vrf vrf-nameグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

ステップ 5 route-target {export | import | both} 
route-target-ext-community

指定した VRF のインポート コミュニティ、エクスポート コミュ
ニティ、またはインポートとエクスポートのルート ターゲット
コミュニティのリストを作成します。AS システム番号と任意の
番号（xxx:y）、または IP アドレスと任意の番号（A.B.C.D:y）を
入力します。route-target-ext-community は、ステップ 4 で入力し
た route-distinguisherと同一にする必要があります。

ステップ 6 import map route-map （任意）ルート マップを VRF に関連付けます。

ステップ 7 interface interface-id VRF に関連付けるレイヤ 3 インターフェイスを指定し、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。イン
ターフェイスには、ルーテッド ポートまたは SVI を指定できま
す。

ステップ 8 ip vrf forwarding vrf-name VRF をレイヤ 3 インターフェイスに関連付けます。

ステップ 9 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 10 show ip vrf [brief | detail | interfaces] 
[vrf-name]

設定を確認します。設定した VRF に関する情報を表示します。

ステップ 11 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 router ospf process-id vrf vrf-name OSPF ルーティングをイネーブルにして VPN 転送テーブルを指
定し、ルータ コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 3 log-adjacency-changes （任意）隣接状態の変更をログします。これがデフォルト ステー
トです。

ステップ 4 redistribute bgp 
autonomous-system-number subnets

BGP ネットワークから OSPF ネットワークに情報を再配信する
ようにスイッチを設定します。

ステップ 5 network network-number area area-id OSPF が動作するネットワーク アドレスとマスク、およびその
ネットワーク アドレスのエリア ID を定義します。

ステップ 6 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 7 show ip ospf process-id OFPF ネットワークの設定を確認します。

ステップ 8 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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BGP PE/CE ルーティング セッションの設定
BGP PE/CE ルーティング セッションを設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行
します。

BGP ルーティング プロセスを削除するには、no router bgp autonomous-system-numberグローバル コ
ンフィギュレーション コマンドを使用します。ルーティング特性を削除するには、キーワードを指
定してこのコマンドを使用します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 router bgp autonomous-system-number その他の BGP ルータに AS 番号を渡す BGP ルーティング プロセ
スを設定し、ルータ コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

ステップ 3 network network-number mask 
network-mask

ネットワークとマスクを指定し、BGP の使用を宣言します。

ステップ 4 redistribute ospf process-id match 
internal

OSPF 内部ルートを再配信するようにスイッチを設定します。

ステップ 5 network network-number area area-id OSPF が動作するネットワーク アドレスとマスク、およびその
ネットワーク アドレスのエリア ID を定義します。

ステップ 6 address-family ipv4 vrf vrf-name PE/CE ルーティング セッションの BGP パラメータを定義し、
VRF アドレスファミリー モードを開始します。

ステップ 7 neighbor address remote-as as-number PE と CE ルータ間の BGP セッションを定義します。

ステップ 8 neighbor address activate IPv4 アドレス ファミリーのアドバタイズをアクティブにしま
す。

ステップ 9 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 10 show ip bgp [ipv4] [neighbors] BGP 設定を確認します。

ステップ 11 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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マルチ VRF CE の設定例
図 35-6 は、図 35-5と同じネットワークの物理接続を単純化した例です。VPN1、VPN2、およびグ
ローバル ネットワークで使用されるプロトコルは OSPF です。CE/PE 接続には BGP が使用されま
す。図のあとに続く出力は、Catalyst 3750スイッチを CE スイッチ A として設定する例、およびカ
スタマー スイッチ D と F の VRF 設定例を示しています。CE スイッチ C とその他のカスタマー ス
イッチを設定するコマンドは含まれていませんが、内容は同じです。この例には、PE ルータとし
て動作する Catalyst 6000 スイッチまたは Catalyst 6500 スイッチのスイッチ A へのトラフィックを設
定するコマンドも含まれています。

図 35-6 マルチ VRF CE の設定例

スイッチ A の設定

スイッチ A では、ルーティングをイネーブルにして VRF を設定します。

Switch# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)# ip routing 
Switch(config)# ip vrf v11
Switch(config-vrf)# rd 800:1
Switch(config-vrf)# route-target export 800:1
Switch(config-vrf)# route-target import 800:1
Switch(config-vrf)# exit
Switch(config)# ip vrf v12
Switch(config-vrf)# rd 800:2
Switch(config-vrf)# route-target export 800:2
Switch(config-vrf)# route-target import 800:2
Switch(config-vrf)# exit
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スイッチ A のループバックおよび物理インターフェイスを設定します。ギガビット イーサネット
ポート 1 は、PE へのトランク接続です。ファスト イーサネット ポート 8 と 11 は VPN に接続され
ます。

Switch(config)# interface loopback1
Switch(config-if)# ip vrf forwarding v11
Switch(config-if)# ip address 8.8.1.8 255.255.255.0
Switch(config-if)# exit

Switch(config)# interface loopback2
Switch(config-if)# ip vrf forwarding v12
Switch(config-if)# ip address 8.8.2.8 255.255.255.0
Switch(config-if)# exit

Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/5
Switch(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# no ip address
Switch(config-if)# exit

Switch(config)# interface fastethernet1/0/8
Switch(config-if)# switchport access vlan 208
Switch(config-if)# no ip address
Switch(config-if)# exit

Switch(config)# interface fastethernet1/0/11
Switch(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# no ip address
Switch(config-if)# exit

スイッチ A で使用する VLAN を設定します。VLAN 10 は、CE と PE 間の VRF 11 によって使用さ
れます。VLAN 20 は、CE と PE 間の VRF 12 によって使用されます。VLAN 118 と 208 は、それぞ
れスイッチ F とスイッチ D を含む VPN に使用されます。

Switch(config)# interface vlan10
Switch(config-if)# ip vrf forwarding v11
Switch(config-if)# ip address 38.0.0.8 255.255.255.0
Switch(config-if)# exit

Switch(config)# interface vlan20
Switch(config-if)# ip vrf forwarding v12
Switch(config-if)# ip address 83.0.0.8 255.255.255.0
Switch(config-if)# exit

Switch(config)# interface vlan118
Switch(config-if)# ip vrf forwarding v12
Switch(config-if)# ip address 118.0.0.8 255.255.255.0
Switch(config-if)# exit

Switch(config)# interface vlan208
Switch(config-if)# ip vrf forwarding v11
Switch(config-if)# ip address 208.0.0.8 255.255.255.0
Switch(config-if)# exit

VPN1 と VPN2 で OSPF ルーティングを設定します。

Switch(config)# router ospf 1 vrf vl1
Switch(config-router)# redistribute bgp 800 subnets
Switch(config-router)# network 208.0.0.0 0.0.0.255 area 0
Switch(config-router)# exit 
Switch(config)# router ospf 2 vrf vl2
Switch(config-router)# redistribute bgp 800 subnets
Switch(config-router)# network 118.0.0.0 0.0.0.255 area 0
Switch(config-router)# exit 
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CE/PE ルーティングに BGP を設定します。

Switch(config)# router bgp 800
Switch(config-router)# address-family ipv4 vrf vl2
Switch(config-router-af)# redistribute ospf 2 match internal
Switch(config-router-af)# neighbor 83.0.0.3 remote-as 100
Switch(config-router-af)# neighbor 83.0.0.3 activate
Switch(config-router-af)# network 8.8.2.0 mask 255.255.255.0
Switch(config-router-af)# exit 

Switch(config-router)# address-family ipv4 vrf vl1
Switch(config-router-af)# redistribute ospf 1 match internal
Switch(config-router-af)# neighbor 38.0.0.3 remote-as 100
Switch(config-router-af)# neighbor 38.0.0.3 activate
Switch(config-router-af)# network 8.8.1.0 mask 255.255.255.0
Switch(config-router-af)# end 

スイッチ D の設定

スイッチ D は VPN 1 に属します。次のコマンドを使用して、スイッチ A への接続を設定します。

Switch# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)# ip routing 
Switch(config)# interface fastethernet1/0/2
Switch(config-if)# no switchport
Switch(config-if)# ip address 208.0.0.20 255.255.255.0
Switch(config-if)# exit

Switch(config)# router ospf 101
Switch(config-router)# network 208.0.0.0 0.0.0.255 area 0
Switch(config-router)# end 

スイッチ F の設定

スイッチ F は VPN 2 に属します。次のコマンドを使用して、スイッチ A への接続を設定します。

Switch# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)# ip routing 
Switch(config)# interface fastethernet1/0/1
Switch(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if)# switchport mode trunk 
Switch(config-if)# no ip address
Switch(config-if)# exit

Switch(config)# interface vlan118
Switch(config-if)# ip address 118.0.0.11 255.255.255.0
Switch(config-if)# exit

Switch(config)# router ospf 101
Switch(config-router)# network 118.0.0.0 0.0.0.255 area 0
Switch(config-router)# end 
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PE スイッチ B の設定

このコマンドをスイッチ B（PE ルータ）で使用すると、CE デバイス、スイッチ A に対する接続の
みが設定されます。

Router# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# ip vrf v1
Router(config-vrf)# rd 100:1
Router(config-vrf)# route-target export 100:1
Router(config-vrf)# route-target import 100:1
Router(config-vrf)# exit

Router(config)# ip vrf v2
Router(config-vrf)# rd 100:2
Router(config-vrf)# route-target export 100:2
Router(config-vrf)# route-target import 100:2
Router(config-vrf)# exit

Router(config)# ip cef
Router(config)# interface Loopback1
Router(config-if)# ip vrf forwarding v1
Router(config-if)# ip address 3.3.1.3 255.255.255.0
Router(config-if)# exit

Router(config)# interface Loopback2
Router(config-if)# ip vrf forwarding v2
Router(config-if)# ip address 3.3.2.3 255.255.255.0
Router(config-if)# exit

Router(config)# interface gigabitthernet1/1/0.10
Router(config-if)# encapsulation dot1q 10
Router(config-if)# ip vrf forwarding v1
Router(config-if)# ip address 38.0.0.3 255.255.255.0
Router(config-if)# exit

Router(config)# interface gigabitethernet1/1/0.20
Router(config-if)# encapsulation dot1q 20
Router(config-if)# ip vrf forwarding v2
Router(config-if)# ip address 83.0.0.3 255.255.255.0
Router(config-if)# exit

Router(config)# router bgp 100
Router(config-router)# address-family ipv4 vrf v2
Router(config-router-af)# neighbor 83.0.0.8 remote-as 800
Router(config-router-af)# neighbor 83.0.0.8 activate
Router(config-router-af)# network 3.3.2.0 mask 255.255.255.0
Router(config-router-af)# exit 
Router(config-router)# address-family ipv4 vrf vl
Router(config-router-af)# neighbor 38.0.0.8 remote-as 800
Router(config-router-af)# neighbor 38.0.0.8 activate
Router(config-router-af)# network 3.3.1.0 mask 255.255.255.0
Router(config-router-af)# end 
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マルチ VRF CE ステータスの表示
マルチ VRF CE の設定とステータスに関する情報を表示するには、表 35-13のイネーブル EXEC コ
マンドを使用します。

表示される情報の詳細については、『Cisco IOS Switching Services Command Reference』 Release 12.2 を
参照してください。

表 35-13 マルチ VRF CE 情報を表示するコマンド

コマンド 説明

show ip protocols vrf vrf-name VRF に関するルーティング プロトコル情報を表示しま
す。

show ip route vrf vrf-name [connected] [protocol [as-number]]
[list] [mobile] [odr] [profile] [static] [summary] [supernets-only]

VRF に関する IP ルーティング テーブル情報を表示しま
す。

show ip vrf [brief | detail | interfaces] [vrf-name] 定義した VRF インスタンスに関する情報を表示します。
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プロトコル独立機能の設定

ここでは、IP ルーティング プロトコルに依存しない機能の設定方法について説明します。これら
の機能は、IP ベース イメージまたは IP サービス イメージが稼働するスイッチ上で使用できますが、
IP ベース イメージ付属のプロトコル関連機能は RIP でのみ使用できます。この章に記載された IP
ルーティング プロトコル独立コマンドの詳細については、『Cisco IOS IP Command Reference, Volume
2 of 3:Routing Protocols』 Release 12.2 を参照してください。

ここでは、次の設定について説明します。

• dCEF の設定（p.35-78）

• 等価コスト ルーティング パスの個数の設定（p.35-79）

• スタティック ユニキャスト ルートの設定（p.35-80）

• デフォルトのルートおよびネットワークの指定（p.35-81）

• ルート マップによるルーティング情報の再配信（p.35-82）

• PBR の設定（p.35-85）

• ルーティング情報のフィルタリング（p.35-89）

• 認証鍵の管理（p.35-91）

dCEF の設定
Cisco Express Forwarding（CEF）は、ネットワーク パフォーマンスを最適化するために使用される
レイヤ 3 IP スイッチング技術です。CEF には高度な IP 検索および転送アルゴリズムが実装されて
いるため、レイヤ 3 スイッチングのパフォーマンスを最大化できます。高速スイッチング ルート
キャッシュよりも CPU にかかる負担が少ないため、CEF はより多くの CPU 処理能力をパケット転
送に振り分けることができます。Catalyst 3750 スイッチ スタックでは、ハードウェアはスタックの
dCEF を使用します。動的なネットワークでは、ルーティングの変更によって、高速スイッチング
キャッシュ エントリが頻繁に無効となります。高速スイッチング キャッシュ エントリが無効にな
ると、トラフィックがルート キャッシュによって高速スイッチングされずに、ルーティング テー
ブルによってプロセス スイッチングされることがあります。CEF および dCEF は Forwarding
Information Base（FIB; 転送情報ベース）検索テーブルを使用して、宛先ベースの IP パケット スイッ
チングを実行します。

dCEF の 2 つの主要な構成要素は、分散 FIB と分散隣接テーブルです。

• FIB はルーティング テーブルや情報ベースと同様、IP ルーティング テーブルに転送情報のミ
ラー イメージが保持されます。ネットワーク内でルーティングまたはトポロジーが変更される
と、IP ルーティング テーブルがアップデートされ、これらの変更が FIB に反映されます。FIB
には、IP ルーティング テーブル内の情報に基づいて、ネクストホップのアドレス情報が保持さ
れます。FIB にはルーティング テーブル内の既知のルートがすべて格納されているため、CEF
はルート キャッシュをメンテナンスする必要がなく、トラフィックのスイッチングがより効率
化され、トラフィック パターンの影響も受けません。

• リンク層上でネットワーク内のノードが 1 ホップで相互に到達可能な場合、これらのノードは
隣接関係にあるとみなされます。CEF は隣接テーブルを使用し、レイヤ 2 アドレッシング情報
を付加します。隣接テーブルには、すべての FIB エントリに対する、レイヤ 2 のネクストホッ
プのアドレスが保持されます。

スイッチ スタックは、ギガビット速度の回線レート IP トラフィックを達成するため Application
Specific Integrated Circuit（ASIC; 特定用途向け IC）を使用しているので、dCEF 転送はソフトウェア
転送パス（CPU により転送されるトラフィック）にのみ適用されます。

デフォルトで、dCEF はグローバルなイネーブルに設定されています。何らかの理由で dCEF がディ
セーブルになった場合は、ip cef distributedグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用し、
再度イネーブルに設定できます。
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デフォルト設定では、すべてのレイヤ 3 インターフェイスで dCEF がイネーブルです。no ip
route-cache cefインターフェイス コンフィギュレーション コマンドを入力すると、ソフトウェアで
転送されるトラフィックの CEF をディセーブルにします。このコマンドは、ハードウェアの転送パ
スに影響をあたえません。CEF をディセーブルにして debug ip packet detailイネーブル EXEC コマ
ンドを使用すると、ソフトウェア転送トラフィックをデバッグするのに役立ちます。ソフトウェア

転送パスのインターフェイスで CEF をイネーブルにするには、ip route-cache cefインターフェイス
コンフィギュレーション コマンドを使用します。

注意 CLI には、インターフェイス上で CEF をディセーブルにする no ip route-cache cefインターフェイ
ス コンフィギュレーション コマンドが表示されますが、デバッグ以外の目的でインターフェイス
上で dCEF をディセーブルにしないようにしてください。

ディセーブルである dCEF をグローバルにイネーブルにしたり、ソフトウェア転送トラフィックの
インターフェイス上でイネーブルにするには、イネーブル EXEC モードで、次の手順を実行します。

等価コスト ルーティング パスの個数の設定
同じネットワークへ向かう同じメトリックのルートが複数ルータに格納されている場合、これらの

ルートは等価コストを保有しているとみなされます。ルーティング テーブルに複数の等価コスト
ルートが含まれる場合は、これらをパラレル パスということもあります。ネットワークへの等価コ
スト パスがルータに複数格納されている場合、ルータはこれらを同時に使用できます。パラレル
パスを使用すると、パスに障害が発生した場合に冗長性を確保できます。また、使用可能なパスに

パケットの負荷を分散し、使用可能な帯域幅を有効利用できます。等価コスト ルートは、スタック
内の各スイッチでサポートされます。

等価コスト ルートはルータによって自動的に取得、設定されますが、ルーティング テーブルの IP
ルーティング プロトコルでサポートされるパラレル パスの最大数は制御可能です。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 ip cef distributed CEF 動作をイネーブルにします。

ステップ 3 interface interface-id 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、設
定するレイヤ 3 インターフェイスを指定します。

ステップ 4 ip route-cache cef ソフトウェア転送トラフィックのインターフェイスで CEF をイ
ネーブルにします。

ステップ 5 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 show ip cef すべてのインターフェイスの CEF ステータスを表示します。

ステップ 7 show cef linecard [slot-number] [detail] スタック内のすべてのスイッチ、または指定されたスイッチに対

して、CEF 関連インターフェイス情報をスタック メンバー別に
表示します。 

（任意）slot-numberには、スタック メンバーのスイッチ番号を入
力します。

ステップ 8 show cef interface [interface-id] すべてのインターフェイスまたは指定されたインターフェイス

の詳細な CEF 情報を表示します。

ステップ 9 show adjacency CEF の隣接テーブル情報を表示します。

ステップ 10 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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ルーティング テーブルに格納されるパラレル パスのデフォルトの最大数を変更するには、イネー
ブル EXEC モードで次の手順を実行します。

デフォルト値に戻すには、no maximum-pathsルータ コンフィギュレーション コマンドを使用しま
す。

スタティック ユニキャスト ルートの設定
スタティック ユニキャスト ルートは、特定のパスを通過して送信元と宛先間でパケットを送受信
するユーザ定義のルートです。ルータが特定の宛先へのルートを構築できない場合、スタティック

ルートは重要で、到達不能なすべてのパケットが送信される最終ゲートウェイを指定する場合に有

効です。

スタティック ルートを設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

スタティック ルートを削除するには、no ip route prefix mask {address | interface} グローバル コン
フィギュレーション コマンドを使用します。

ユーザによって削除されるまで、スタティック ルートはスイッチに保持されます。ただし、管理距
離の値を割り当て、スタティック ルートをダイナミック ルーティング情報で上書きできます。各
ダイナミック ルーティング プロトコルには、デフォルトの管理距離が設定されています（表 35-14
を参照）。ダイナミック ルーティング プロトコルの情報でスタティック ルートを上書きする場合
は、スタティック ルートの管理距離がダイナミック プロトコルの管理距離よりも大きな値になる
ように設定します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 router {bgp | rip | ospf | eigrp} ルータ コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 3 maximum-paths maximum プロトコル ルーティング テーブルのパラレル パスの最大数を設定
します。指定できる範囲は 1 ～ 8 です。ほとんどの IP ルーティング
プロトコルでデフォルトは 4 ですが、BGP の場合のみ 1 です。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show ip protocols Maximum pathフィールドの設定を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 ip route prefix mask {address | interface} 
[distance]

スタティック ルートを確立します。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show ip route 設定を確認するため、ルーティング テーブルの現在のステート
を表示します。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

表 35-14 ダイナミック ルーティング プロトコルのデフォルトの管理距離

ルート送信元 デフォルト距離

接続されたインターフェイス 0

スタティック ルート 1
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インターフェイスを指し示すスタティック ルートは、RIP、IGRP、およびその他のダイナミック
ルーティング プロトコルを通してアドバタイズされます。redistribute スタティック ルータ コン
フィギュレーション コマンドが、これらのルーティング プロトコルに対して指定されているかど
うかは関係ありません。これらのスタティック ルートがアドバタイズされるのは、インターフェイ
スを指し示すスタティック ルートは接続された結果、静的な性質を失ったとルーティング テーブ
ルでみなされるためです。ただし、network コマンドで定義されたネットワーク以外のインターフェ
イスに対してスタティック ルートを定義する場合は、ダイナミック ルーティング プロトコルに
redistributeスタティック コマンドを指定しないかぎり、ルートはアドバタイズされません。

インターフェイスがダウンすると、ダウンしたインターフェイスを経由するすべてのスタティック

ルートが IP ルーティング テーブルから削除されます。転送ルータのアドレスとして指定されたア
ドレスへ向かう有効なネクストホップがスタティック ルート内に見つからない場合は、IP ルーティ
ング テーブルからそのスタティック ルートも削除されます。

デフォルトのルートおよびネットワークの指定

ルータが他のすべてのネットワークへのルートを学習することはできません。完全なルーティング

機能を実現するには、一部のルータをスマート ルータとして使用し、それ以外のルータのデフォル
ト ルートをスマート ルータ宛に指定します（スマート ルータには、インターネットワーク全体の
ルーティング テーブル情報が格納されます）。これらのデフォルト ルートはダイナミックに取得さ
れるか、ルータごとに設定されます。ほとんどのダイナミックな内部ルーティング プロトコルに
は、スマート ルータを使用してデフォルト情報をダイナミックに生成し、他のルータに転送するメ
カニズムがあります。

指定されたデフォルト ネットワークに直接接続されたインターフェイスがルータに存在する場合
は、そのデバイス上で動作するダイナミック ルーティング プロトコルによってデフォルト ルート
が生成されます。RIP の場合は、疑似ネットワーク 0.0.0.0 がアドバタイズされます。

ネットワークのデフォルトを生成しているルータには、そのルータ自身のデフォルト ルートも指定
する必要があります。ルータが自身のデフォルト ルートを生成する方法の 1 つは、適切なデバイス
を経由してネットワーク 0.0.0.0 に至るスタティック ルートを指定することです。

ネットワークへのスタティック ルートをスタティック デフォルト ルートとして定義するには、イ
ネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

EIGRP サマリー ルート 5

EBGP 20

内部 EIGRP 90

IGRP 100

OSPF 110

IBGP 200

不明 225

表 35-14 ダイナミック ルーティング プロトコルのデフォルトの管理距離（続き）

ルート送信元 デフォルト距離

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 ip default-network network number デフォルト ネットワークを指定します。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。
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ルートを削除するには、no ip default-network network numberグローバル コンフィギュレーション
コマンドを使用します。

ダイナミック ルーティング プロトコルによってデフォルト情報を送信するときは、特に設定する
必要はありません。ルーティング テーブルは定期的にスキャンされ、デフォルト ルートとして最
適なデフォルト ネットワークが選択されます。IGRP ネットワークでは、システムのデフォルト
ネットワークの候補が複数存在する場合もあります。シスコのルータでは、デフォルト ルートまた
は最終ゲートウェイを設定するため、管理距離およびメトリック情報を使用します。

ダイナミックなデフォルト情報がシステムに送信されない場合は、ip default-networkグローバル コ
ンフィギュレーション コマンドを使用し、デフォルト ルートの候補を指定します。このネットワー
クが任意の送信元のルーティング テーブルに格納されている場合は、デフォルト ルートの候補と
してフラグ付けされます。ルータにデフォルト ネットワークのインターフェイスが存在しなくて
も、そこへのパスが格納されている場合、そのネットワークは 1 つの候補とみなされ、最適なデ
フォルト パスへのゲートウェイが最終ゲートウェイになります。

ルート マップによるルーティング情報の再配信
スイッチでは複数のルーティング プロトコルを同時に実行し、ルーティング プロトコル間で情報
を再配信できます。ルーティング プロトコル間での情報の再配信は、サポートされているすべての
IP ベース ルーティング プロトコルに適用されます。

2 つのドメイン間で拡張パケット フィルタまたはルート マップを定義することにより、ルーティン
グ ドメイン間でルートの再配信を条件付きで制御することもできます。match および set ルート
マップ コンフィギュレーション コマンドは、ルート マップの条件部を定義します。matchコマン
ドは条件が一致しなければならないことを示します。set コマンドは、ルーティング アップデート
が match コマンドによって定義された条件を満たす場合に実行されるアクションを指定します。再
配信はプロトコルに依存しない機能ですが、matchおよび setルート マップ コンフィギュレーショ
ン コマンドの一部は特定のプロトコル固有のものです。

route-map コマンドのあとに、matchコマンドおよび setコマンドをそれぞれ 1 つまたは複数指定し
ます。matchコマンドを指定しない場合は、すべて一致するとみなされます。setコマンドを指定し
ない場合、一致以外の処理はすべて実行されません。このため、少なくとも 1 つの match または
setコマンドを指定する必要があります。

ルート マップ ステートメントは、permitまたは denyとして識別することもできます。ステートメ
ントが拒否としてマークされている場合、一致基準を満たすパケットは通常の転送チャネルを通じ

て送り返されます（宛先ベース ルーティング）、ステートメントが許可としてマークされている場
合は、一致基準を満たすパケットに set コマンドが適用されます。一致基準を満たさないパケット
は、通常のルーティング チャネルを通じて転送されます。

（注） 次に示すステップ 3 ～ 14 はそれぞれ任意ですが、少なくとも 1 つの matchルート マップ コンフィ
ギュレーション コマンド、および 1 つの setルート マップ コンフィギュレーション コマンドを入
力する必要があります。

再配信用のルート マップを設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

ステップ 4 show ip route 最終ゲートウェイで選択されたデフォルト ルートを表示します。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明
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コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 route-map map-tag [permit | deny] 
[sequence number]

再配信を制御するために使用するルート マップを定義し、ルー
ト マップ コンフィギュレーション モードを開始します。

map-tag ― ルート マップ用のわかりやすい名前を指定します。
redistributeルータ コンフィギュレーション コマンドはこの名前
を使用して、このルート マップを参照します。複数のルート マッ
プで同じマップ タグ名を共有できます。

（任意）permitが指定され、このルート マップの一致条件が満た
されている場合は、set アクションの制御に従ってルートが再配
信されます。deny が指定されている場合、ルートは再配信され
ません。

sequence number（任意） ― 同じ名前によってすでに設定されてい
るルート マップのリスト内で、新しいルート マップの位置を指
定する番号です。

ステップ 3 match as-path path-list-number BGP AS パス アクセス リストと一致させます。

ステップ 4 match community-list 
community-list-number [exact]

BGP コミュニティ リストと一致させます。

ステップ 5 match ip address {access-list-number | 
access-list-name} [...access-list-number | 
...access-list-name]

名前または番号を指定し、標準アクセス リストと一致させます。
1 ～ 199 の整数を指定できます。

ステップ 6 match metric metric-value 指定されたルート メトリックと一致させます。metric-valueには、
0 ～ 4294967295 の値が指定された、5 つの部分からなる EIGRP
のメトリックを指定できます。

ステップ 7 match ip next-hop {access-list-number | 
access-list-name} [...access-list-number | 
...access-list-name]

指定されたアクセス リスト（番号 1 ～ 199）のいずれかで送信さ
れる、ネクストホップのルータ アドレスと一致させます。

ステップ 8 match tag tag value [...tag-value] 1 つまたは複数のルート タグ値からなるリスト内の指定された
タグ値と一致させます。0 ～ 4294967295 の整数を指定できます。

ステップ 9 match interface type number [...type 
number]

指定されたインターフェイスの 1 つから、指定されたネクスト
ホップへのルートと一致させます。

ステップ 10 match ip route-source {access-list-number 
| access-list-name} [...access-list-number | 
...access-list-name]

指定されたアドバタイズ済みアクセス リストによって指定され
るアドレスと一致させます。

ステップ 11 match route-type {local | internal | 
external [type-1 | type-2]}

指定された route-typeと一致させます。

• local ― ローカルに生成された BGP ルート

• internal ― OSPF エリア内およびエリア間ルート、または
EIGRP 内部ルート

• external ― OSPF 外部ルート（タイプ 1 またはタイプ 2）ま
たは EIGRP 外部ルート 

ステップ 12 set dampening halflife reuse suppress 
max-suppress-time

BGP ルート ダンピング係数を設定します。

ステップ 13 set local-preference value ローカル BGP パスに値を割り当てます。

ステップ 14 set origin {igp | egp as | incomplete}  BGP の送信元コードを設定します。

ステップ 15 set as-path {tag | prepend as-path-string} BGP AS パスを変更します。



第 35章      IP ユニキャスト ルーティングの設定
プロトコル独立機能の設定

35-84
Catalyst 3750 スイッチ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

78-16180-06-J

エントリを削除するには、no route-map map tagグローバル コンフィギュレーション コマンド、ま
たは no matchや no setルート マップ コンフィギュレーション コマンドを使用します。

ルーティング ドメイン間でルートを配信したり、ルート再配信を制御できます。

ルート再配信を制御するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。キーワードは前
述の手順で定義されたキーワードと同じです。

ステップ 16 set level {level-1 | level-2 | level-1-2 | 
stub-area | backbone}

ルーティング ドメインの指定エリアにアドバタイズされるルー
トのレベルを設定します。stub-area および backbone は、OSPF
NSSA およびバックボーン エリアです。

ステップ 17 set metric metric value 再配信されるルートに指定するメトリック値を設定します

（EIGRP 専用）。metric valueは –294967295 ～ 294967295 の整数で
す。

ステップ 18 set metric bandwidth delay reliability 
loading mtu

再配信されるルートに指定するメトリック値を設定します

（EIGRP 専用）。

• bandwidth ― 0 ～ 4294967295 の範囲のルートのメトリック値
または IGRP 帯域幅（キロビット /秒単位）

• delay ― 0 ～ 4294967295 の範囲のルート遅延（10 ミリ秒単
位）

• reliability ― 0 ～ 255 の数値で表されるパケット伝送の成功
可能性。255 は信頼性が 100% であること、0 は信頼性がな
いことを意味します。

• loading ― 0 ～ 255 の数値で表されるルートの有効帯域幅
（255 は 100% の負荷）

• mtu ― ルートの MTU の最小サイズ（バイト単位）。範囲は 0
～ 4294967295 です。

ステップ 19 set metric-type {type-1 | type-2} 再配信されるルートに OSPF 外部メトリック タイプを設定しま
す。

ステップ 20 set metric-type internal ネクストホップの IGP メトリックと一致するように、EBGP ネイ
バにアドバタイズされるプレフィクスの MED 値を設定します。

ステップ 21 set weight ルーティング テーブルの BGP ウェイトを設定します。指定でき
る値は 1 ～ 65535 です。

ステップ 22 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 23 show route-map 設定を確認するため、設定されたすべてのルート マップ、また
は指定されたルート マップのみを表示します。

ステップ 24 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 router {bgp | rip | ospf | eigrp} ルータ コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 3 redistribute protocol [process-id] {level-1 | 
level-1-2 | level-2} [metric metric-value] 
[metric-type type-value] [match internal | 
external type-value] [tag tag-value] [route-map 
map-tag] [weight weight] [subnets]

ルーティング プロトコル間でルートを再配信します。
route-map を指定しないと、すべてのルートが再配信されま
す。キーワード route-mapに map-tagを指定しないと、ルー
トは配信されません。
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再配信をディセーブルにするには、そのコマンドの no形式を使用します。

ルーティング プロトコルのメトリックを、必ずしも別のルーティング プロトコルのメトリックに
変換する必要はありません。たとえば、RIP メトリックはホップ カウントで、IGRP メトリックは
5 つの特性の組み合わせです。このような場合は、メトリックを独自に設定し、再配信されたルー
トに割り当てます。ルーティング情報を制御せずにさまざまなルーティング プロトコル間で交換す
るとルーティング ループが発生し、ネットワーク動作が著しく低下することもあります。

メトリック変換の代わりに使用されるデフォルトの再配信メトリックが定義されていない場合は、

ルーティング プロトコル間で自動的にメトリック変換が発生することもあります。

• RIP はスタティック ルートを自動的に再配信できます。スタティック ルートにはメトリック 1
（直接接続）が割り当てられます。

• デフォルト モードになっている場合、どのプロトコルも他のルーティング プロトコルを再配
信できます。

PBR の設定
PBR を使用すると、トラフィック フローに定義済みポリシーを設定できます。PBR を使用してルー
ティングをより細かく制御するには、ルーティング プロトコルから取得したルートの信頼度を小さ
くします。PBR は、次の基準に基づいて、パスを許可または拒否するルーティング ポリシーを指
定したり、実装できます。

• 特定のエンド システムの ID

• アプリケーション

• プロトコル

PBR を使用すると、等価アクセスや送信元依存ルーティング、双方向対バッチ トラフィックに基
づくルーティング、および専用リンクに基づくルーティングを実現できます。たとえば、在庫記録

を本社に送信する場合は広帯域で高コストのリンクを短時間使用し、電子メールなど日常的に使用

するアプリケーション データは狭帯域で低コストのリンクで送信できます。

PBR がイネーブルの場合は、Access Control List（ACL; アクセス制御リスト）を使用してトラフィッ
クを分類し、各トラフィックがそれぞれ異なるパスを経由するようにします。PBR は着信パケット
に適用されます。PBR がイネーブルのインターフェイスで受信されたすべてのパケットは、ルート
マップを通過します。ルート マップで定義された基準に基づいて、パケットは適切なネクストホッ
プに転送（ルーティング）されます。

• パケットがルート マップ ステートメントと一致しない場合は、すべての set コマンドが適用さ
れます。

ステップ 4 default-metric number 現在のルーティング プロトコルが、再配信されたすべての
ルートに対して同じメトリック値を使用するように設定し

ます（BGP、RIP、OSPF）。

ステップ 5 default-metric bandwidth delay reliability 
loading mtu

EIGRP ルーティング プロトコルが、EIGRP 以外で再配信さ
れたすべてのルートに対して同じメトリック値を使用する

ように設定します。

ステップ 6 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 7 show route-map 設定を確認するため、設定されたすべてのルート マップ、
または指定されたルート マップのみを表示します。

ステップ 8 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存し
ます。

コマンド 説明
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• ステートメントが拒否としてマークされている場合、一致基準を満たすたパケットは通常の転

送チャネルを通じて送信され、宛先ベースのルーティングが実行されます。

• ステートメントが許可としてマークされている場合、どのルート マップ ステートメントとも
一致しないパケットは通常の転送チャネルを通じて送信され、宛先ベースのルーティングが実

行されます。

ルート マップの設定の詳細については、「ルート マップによるルーティング情報の再配信」
（p.35-82）を参照してください。

標準 IP ACL を使用すると、アプリケーション、プロトコル タイプ、またはエンド ステーションに
基づいて一致基準を指定するように、送信元アドレスまたは拡張 IP ACL の一致基準を指定できま
す。一致が見つかるまで、ルート マップにこのプロセスが行われます。一致が見つからない場合、
またはルート マップが拒否の場合、通常の宛先ベース ルーティングが行われます。match ステート
メント リストの末尾には、暗黙的な拒否エントリがあります。

match コマンドが満たされた場合は、set コマンドを使用して、パス内のネクストホップ ルータを識
別する IP アドレスを指定できます。

BGP のコマンドおよびキーワードの詳細については、『Cisco IOS IP Command Reference, Volume 2 of
3:Routing Protocols』 Release 12.2 を参照してください。表示されているにもかかわらずスイッチでサ
ポートされない PBR コマンドについては、付録 C「Cisco IOS Release 12.2(25)SED でサポートされ
ていないコマンド」を参照してください。

PBR 設定はスタック全体に適用され、すべてのスイッチでスタック マスターの設定が使用されま
す。

（注） このソフトウェア リリースは IPv4 トラフィックと IPv6 トラフィックを処理する際、Policy-Based
Routing（PBR; ポリシーベース ルーティング）をサポートしません。

PBR 設定時の注意事項

PBR の設定を開始する前に、次の点に注意してください。

• PBR を使用するには、スタック マスター上で IP サービス イメージが稼働している必要があり
ます。

• マルチキャスト トラフィックには、ポリシーによるルーティングが行われません。PBR が適用
されるのはユニキャスト トラフィックのみです。

• ルーテッド ポートまたは SVI 上で、PBR をイネーブルにできます。

• レイヤ 3 モードの EtherChannel ポート チャネルにはポリシー ルート マップを適用できますが、
EtherChannel のメンバーである物理インターフェイスには適用できません。適用しようとする
と、コマンドが拒否されます。ポリシー ルート マップが適用されている物理インターフェイ
スは、EtherChannel のメンバーになることができません。

• スイッチ スタックには最大 246 個の IP ポリシー ルート マップを定義できます。

• スイッチ スタックには、PBR 用として最大 512 個の Access Control Entry（ACE; アクセス制御
エントリ）を定義できます。

• PBR を使用するには、sdm prefer routingグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用
して、まずルーティング テンプレートをイネーブルにする必要があります。VLAN またはデ
フォルト テンプレートでは、PBR がサポートされません。SDM テンプレートの詳細について
は、第 8 章「SDM テンプレートの設定」を参照してください。

• VRFと PBRは、スイッチ インターフェイス上で相互に排他的です。PBR がインターフェイス
でイネーブルになっているときは、VRF をイネーブルにすることはできません。VRF がイン
ターフェイスでイネーブルになっているときは、PBR をイネーブルにはできません。
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• PBR で使用される Ternary CAM（TCAM）エントリ数は、ルート マップ自体、使用される ACL、
ACL およびルート マップ エントリの順序によって異なります。

• パケット長、IP precedence および Type of Service（ToS; サービス タイプ）、set interface、set default
next hop、または set default interface に基づく PBR は、サポートされていません。有効な set ア
クションがないか、または set アクションが Don’t Fragmentに設定されているポリシー マップ
は、サポートされていません。

PBR のイネーブル化

デフォルトでは、PBR はスイッチ上でディセーブルです。PBR をイネーブルにするには、一致基準
およびすべての match コマンドと一致した場合の動作を指定するルート マップを作成する必要が
あります。次に、特定のインターフェイスでそのルート マップ用の PBR をイネーブルにします。
指定したインターフェイスに着信したパケットのうち、match コマンドと一致したものはすべて
PBR の対象になります。

PBR は、スイッチの速度低下を引き起こさない速度で、高速転送または実装できます。高速スイッ
チングされた PBR では、ほとんどの match および set コマンドを使用できます。PBR の高速スイッ
チングをイネーブルにするには、事前に PBR をイネーブルにする必要があります。PBR の高速ス
イッチングは、デフォルトでディセーブルです。

スイッチで生成されたパケットまたはローカル パケットは、通常どおりにポリシー ルーティング
されません。スイッチ上でローカル PBR をグローバルにイネーブルにすると、そのスイッチから
送信されたすべてのパケットがローカル PBR の影響を受けます。ローカル PBR は、デフォルトで
ディセーブルに設定されています。

（注） PBR をイネーブルにするには、スタック マスター上で IP サービス イメージが稼働している必要が
あります。

PBR を設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 route-map map-tag [permit | deny] 
[sequence number]

パケットの出力場所を制御するために使用するルート マップを
定義し、ルート マップ コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

map-tag ― ルート マップ用のわかりやすい名前を指定します。ip
policy route-mapインターフェイス コンフィギュレーション コマ
ンドはこの名前を使用して、このルート マップを参照します。複
数のルート マップで同じマップ タグ名を共有できます。

（任意）permitが指定され、このルート マップの一致条件が満た
されている場合は、set アクションの制御に従ってルートがポリ
シールーティングされます。deny が指定されている場合、ルー
トはポリシールーティングされません。

sequence number（任意） ― 同じ名前によってすでに設定されてい
るルート マップのリスト内で、新しいルート マップの位置を示
す番号です。
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エントリを削除するには、no route-map map-tagグローバル コンフィギュレーション コマンド、ま
たは no matchまたは no setルート マップ コンフィギュレーション コマンドを使用します。インター
フェイス上で PBR をディセーブルにするには、no ip policy route-map map-tagインターフェイス コ
ンフィギュレーション コマンドを使用します。PBR の高速スイッチングをディセーブルにするに
は、no ip route-cache policyインターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。ス
イッチから送信されるパケットに対して PBR をディセーブルにするには、ip local policy route-map
map-tagグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

ステップ 3 match ip address {access-list-number | 
access-list-name} [...access-list-number | 
...access-list-name]

1 つまたは複数の標準または拡張アクセス リストで許可されて
いる送信元および宛先 IP アドレスを照合します。

match コマンドを指定しない場合、ルート マップはすべてのパ
ケットに適用されます。

ステップ 4 set ip next-hop ip-address [...ip-address] 基準と一致するパケットの動作を指定します。パケットのルー

ティング先となるネクストホップを設定します（ネクストホップ

は隣接していなければなりません）。

ステップ 5 exit グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 6 interface interface-id 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、設
定するインターフェイスを指定します。

ステップ 7 ip policy route-map map-tag レイヤ 3 インターフェイス上で PBR をイネーブルにし、使用す
るルート マップを識別します。1 つのインターフェイスに設定で
きるルート マップは、1 つのみです。ただし、異なるシーケンス
番号を持つ複数のルート マップ エントリを設定できます。これ
らのエントリは、最初の一致が見つかるまで、シーケンス番号順

に評価されます。一致が見つからない場合、パケットは通常どお

りにルーティングされます。

ステップ 8 ip route-cache policy （任意）PBR の高速スイッチングをイネーブルにします。PBR の
高速スイッチングをイネーブルにするには、まず PBR をイネー
ブルにする必要があります。

ステップ 9 exit グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 10 ip local policy route-map map-tag （任意）ローカル PBR をイネーブルにして、スイッチから送信さ
れるパケットに PBR を実行します。ローカル PBR は、スイッチ
によって生成されるパケットに適用されます。着信パケットには

適用されません。

ステップ 11 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 12 show route-map [map-name] （任意）設定を確認するため、設定されたすべてのルート マップ、
または指定されたルート マップのみを表示します。

ステップ 13 show ip policy （任意）インターフェイスに付加されたポリシー ルート マップを
表示します。

ステップ 14 show ip local policy （任意）ローカル PBR がイネーブルであるかどうか、およびイ
ネーブルである場合は使用されているルート マップを表示しま
す。

ステップ 15 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明
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ルーティング情報のフィルタリング

ルーティング プロトコル情報をフィルタリングする場合は、以下の作業を実行します。

（注） OSPF プロセス間でルートが再配信される場合、OSPF メトリックは保持されません。

パッシブ インターフェイスの設定

ローカル ネットワーク上の他のルータがダイナミックにルートを取得しないようにするには、
passive-interface ルータ コンフィギュレーション コマンドを使用し、ルーティング アップデート
メッセージがルータ インターフェイスから送信されないようにします。OSPF プロトコルでこのコ
マンドを使用すると、パッシブに指定したインターフェイス アドレスが OSPF ドメインのスタブ
ネットワークとして表示されます。OSPF ルーティング情報は、指定されたルータ インターフェイ
スから送受信されません。

多数のインターフェイスが存在するネットワークで、インターフェイスを手動でパッシブに設定す

る作業を回避するには、passive-interface default ルータ コンフィギュレーション コマンドを使用
し、すべてのインターフェイスをデフォルトでパッシブになるように設定します。このあとで、隣

接関係が必要なインターフェイスを手動で設定します。

パッシブ インターフェイスを設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

パッシブとしてイネーブルにしたインターフェイスを確認するには、show ip ospf interface などの
ネットワーク モニタ用イネーブル EXEC コマンドを使用します。アクティブとしてイネーブルに
したインターフェイスを確認するには、show ip interfaceイネーブル EXEC コマンドを使用します。

ルーティング アップデートの送信を再度イネーブルにするには、no passive-interface interface-id
ルータ コンフィギュレーション コマンドを使用します。defaultキーワードを指定すると、すべて
のインターフェイスがデフォルトでパッシブに設定されます。次に、no passive-interfaceルータ コ
ンフィギュレーション コマンドを使用し、隣接関係を必要とする各インターフェイスを個別に設定
します。defaultキーワードは、ほとんどの配信ルータに 200 以上のインターフェイスが備わってい
るインターネット サービス プロバイダーや大規模な企業ネットワークの場合に役立ちます。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 router {bgp | rip | ospf | eigrp} ルータ コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 3 passive-interface interface-id 指定されたレイヤ 3 インターフェイス経由のルーティング アッ
プデートの送信を抑制します。

ステップ 4 passive-interface default （任意）すべてのインターフェイスを、デフォルトでパッシブと

なるように設定します。

ステップ 5 no passive-interface interface type （任意）隣接関係を送信する必要があるインターフェイスのみを

アクティブにします。

ステップ 6 network network-address （任意）ルーティング プロセス用のネットワーク リストを指定し
ます。network-addressは IP アドレスです。

ステップ 7 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 8 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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ルーティング アップデートのアドバタイズおよび処理の制御

アクセス制御リストと distribute-list ルータ コンフィギュレーションコマンドを組み合わせて使用
すると、ルーティング アップデート中にルートのアドバタイズを抑制し、他のルータが 1 つまたは
複数のルートを取得しないようにすることができます。この機能を OSPF で使用した場合は外部
ルートにのみ適用されるため、インターフェイス名は指定できません。

distribute-list ルータ コンフィギュレーション コマンドを使用し、着信したアップデートのリスト
のうち特定のルートを処理しないようにすることもできます（OSPF にこの機能は適用されませ
ん）。

ルーティング アップデートのアドバタイズまたは処理を制御するには、イネーブル EXEC モード
で次の手順を実行します。

フィルタを変更またはキャンセルするには、no distribute-list inルータ コンフィギュレーション コ
マンドを使用します。アップデート中のネットワーク アドバタイズの抑制をキャンセルするには、
no distribute-list outルータ コンフィギュレーション コマンドを使用します。

ルーティング情報の送信元のフィルタリング

一部のルーティング情報が他の情報よりも正確な場合があるため、フィルタリングを使用して、さ

まざまな送信元から送られる情報にプライオリティを設定できます。「管理距離」は、ルータやルー

タのグループなど、ルーティング情報の送信元の信頼性を示す数値です。大規模ネットワークでは、

他のルーティング プロトコルよりも信頼できるルーティング プロトコルが存在する場合がありま
す。管理距離の値を指定すると、ルータはルーティング情報の送信元をインテリジェントに区別で

きるようになります。常にルーティング プロトコルの管理距離が最短（値が最小）であるルートが
選択されます。表 35-14（p.35-80）に、さまざまなルーティング情報送信元のデフォルトの管理距
離を示します。

各ネットワークには独自の要件があるため、管理距離を割り当てる一般的な注意事項はありませ

ん。

ルーティング情報の送信元をフィルタリングするには、イネーブル EXEC モードで、次の手順を実
行します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 router {bgp | rip | eigrp} ルータ コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 3 distribute-list {access-list-number | 
access-list-name} out [interface-name | 
routing process | autonomous-system-number]

アクセス リスト内のアクションに応じて、ルーティング アッ
プデート内のルートのアドバタイズを許可または拒否します。

ステップ 4 distribute-list {access-list-number | 
access-list-name} in [type-number]

アップデートにリストされたルートの処理を抑制します。

ステップ 5 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 router {bgp | rip | ospf | eigrp} ルータ コンフィギュレーション モードを開始します。
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管理距離を削除するには、no distanceルータ コンフィギュレーション コマンドを使用します。

認証鍵の管理

鍵管理を使用すると、ルーティング プロトコルで使用される認証鍵を制御できます。一部のプロト
コルでは、鍵管理を使用することができません。認証鍵は EIGRP および RIP バージョン 2 で使用
できます。

認証鍵を管理する前に、認証をイネーブルにする必要があります。プロトコルに対して認証をイ

ネーブルにする方法については、該当するプロトコルについての説明を参照してください。認証鍵

を管理するには、キー チェーンを定義してそのキー チェーンに属する鍵を識別し、各鍵の有効期
間を指定します。各鍵には、ローカルに格納される独自の鍵 ID（key numberキー チェーン コンフィ
ギュレーション コマンドで指定）があります。鍵 ID、およびメッセージに関連付けられたインター
フェイスの組み合わせにより、使用中の認証アルゴリズムおよび Message Digest 5（MD5）認証鍵
が一意に識別されます。

有効期間が指定された複数の鍵を設定できます。存在する有効な鍵の個数に関係なく、1 つの認証
パケットのみが送信されます。鍵番号は小さい方から大きい方へ順に調べられ、最初に見つかった

有効な鍵が使用されます。鍵変更中は、有効期間が重なっても問題ありません。これらの有効期間

は、ルータに通知する必要があります。

認証鍵を管理するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

ステップ 3 distance weight {ip-address {ip-address 
mask}} [ip access list]

管理距離を定義します。

weight ― 管理距離は 10 ～ 255 の整数です。単独で使用した場合、
weightはデフォルトの管理距離を指定します。ルーティング情報
の送信元に他の指定がない場合に使用されます。管理距離が 255
のルートはルーティング テーブルに格納されません。

（任意）ip access list ― 着信ルーティング アップデートに適用さ
れる IP 標準または IP 拡張アクセス リストです。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show ip protocols 指定されたルーティング プロセス用のデフォルトの管理距離を
表示します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 key chain name-of-chain キー チェーンを識別し、キーチェーン コンフィギュレーション
モードを開始します。

ステップ 3 key number 鍵番号を識別します。指定できる範囲は 0 ～ 2147483647 です。

ステップ 4 key-string text キー ストリングを識別します。ストリングには 1 ～ 80 文字の大
文字および小文字の英数字を指定できますが、最初の文字に数字

を指定することはできません。
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キー チェーンを削除するには、no key chain name-of-chainグローバル コンフィギュレーション コ
マンドを使用します。

IP ネットワークの表示およびメンテナンス
特定のキャッシュ、テーブル、またはデータベースのすべての内容を削除できます。特定の統計情

報を表示することもできます。ルートを削除したり、ステータスを表示するには、表 35-15に示す
イネーブル EXEC コマンドを使用します。

ステップ 5 accept-lifetime start-time {infinite | 
end-time | duration seconds}

（任意）キーを受信する期間を指定します。

start-timeおよび end-time構文には、hh:mm:ss Month date yearまた
は hh:mm:ss date Month year のいずれかを使用できます。デフォ
ルトはデフォルトの start-time 以降、無制限です。指定できる最
初の日付は 1993 年 1 月 1 日です。デフォルトの end-timeおよび
durationは infiniteです。

ステップ 6 send-lifetime start-time {infinite | end-time 
| duration seconds}

（任意）キーを送信する期間を指定します。

start-timeおよび end-time構文には、hh:mm:ss Month date yearまた
は hh:mm:ss date Month year のいずれかを使用できます。デフォ
ルトはデフォルトの start-time 以降、無制限です。指定できる最
初の日付は 1993 年 1 月 1 日です。デフォルトの end-timeおよび
durationは infinite です。

ステップ 7 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 8 show key chain 認証鍵情報を表示します。

ステップ 9 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明

表 35-15 IP ルートの削除またはルート ステータスの表示を行うコマンド

コマンド 説明

clear ip route {network [mask | *]} IP ルーティング テーブルから 1 つまたは複数のルートを削除します。

show ip protocols アクティブなルーティング プロトコル プロセスのパラメータおよび
ステートを表示します。

show ip route [address [mask] [longer-prefixes]] | 
[protocol [process-id]]

ルーティング テーブルの現在のステートを表示します。

show ip route summary ルーティング テーブルの現在のステートをサマリー形式で表示しま
す。

show ip route supernets-only スーパーネットを表示します。

show ip cache IP トラフィックのスイッチングに使用されるルーティング テーブル
を表示します。

show route-map [map-name] 設定されたすべてのルート マップ、または指定されたルート マップ
のみを表示します。
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36

IPv6 ユニキャスト ルーティングの設
定

インターネット プロトコル バージョン 6（IPv6）は、TCP/IP プロトコル スイートでバージョン 4
（IPv4）を置き換えるためのネットワーク レイヤ インターネット プロトコルです。この章では、

Catalyst 3750スイッチに IPv6 ユニキャスト ルーティングを設定する方法について説明します。IPv4
ユニキャスト ルーティングの詳細については、第 35 章「IP ユニキャスト ルーティングの設定」を
参照してください。IPv6 Multicast Listener Discovery（MLD）スヌーピングの詳細については、第 37
章「IPv6 MLD スヌーピングの設定」を参照してください。IPv6 Access Control List（ACL; アクセス
制御リスト）の詳細については、第 38 章「IPv6 ACL の設定」を参照してください。

この機能を使用するには、スタック マスター上で拡張 IP サービス イメージが稼働している必要が
あります。これはシスコに発注できます。このイメージでは、すべての IP サービス イメージ（以
前の拡張マルチレイヤ イメージ [EMI]）機能、および IPv6 ホストとユニキャスト ルーティングが
サポートされます。IPv6 ルーティングをイネーブルにするには、Switch Database Management（SDM）
デュアル IPv4 および IPv6 テンプレートを設定する必要があります。「SDM テンプレート」（p.36-9）
を参照してください。

特に明記しないかぎり、スイッチという用語はスタンドアロン スイッチおよびスイッチ スタック
を意味します。

（注） この章で使用されるコマンドの構文および使用方法の詳細については、手順で参照している Cisco
IOS マニュアルを参照してください。

この章で説明する内容は、次のとおりです。

• IPv6 の概要（p.36-2）

• IPv6 の設定（p.36-11）

• IPv6 の表示（p.36-24）
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IPv6 の概要
IPv6 を使用する主な理由は、インターネットのグローバル アドレス領域を増やして、固有のグロー
バル IP アドレスを必要とするユーザとアプリケーションの急増に対応するためです。IPv4 では 32
ビット アドレスを使用して約 40 億の使用可能なアドレスを提供しています。これらのアドレスの
大部分は政府機関や大きな組織に割り当てられていて、使用可能な IP アドレスの数が急減してい
ます。IPv6 には、128 ビットの送信元および宛先アドレスが組み込まれていて、IPv4 よりもさらに
多くのグローバルに一意の IP アドレスを提供できます。

IPv6 のアーキテクチャにより、既存の IPv4 ユーザは簡単に IPv6 に移行することができ、エンド
ツーエンドのセキュリティ、Quality of Service（QoS; サービス品質）、およびグローバルに一意のア
ドレスなどのサービスを提供できます。IPv6 アドレス空間は柔軟性があるため、プライベート ア
ドレスや、ネットワーク エッジの境界ルータでの Network Address Translation（NAT; ネットワーク
アドレス変換）処理が削減されます。IPv6 では新しいユニキャスト方式を採用していて、IP アドレ
スに 16 進数値を導入し、区切り文字としてピリオド（.）の代わりにコロン（:）を使用しています。

IPv6 には IPv4 に比べて次のような利点もあります。

• アドレス管理および委任が容易

• ステートレス自動設定による簡単なアドレスの自動設定。DHCP に似ているが、指定の DHCP
アプリケーションまたはサーバが不要。

• 内蔵 IPsec（暗号化セキュリティ）

• モバイル デバイス用に最適化されたルーティング

• Duplicate Address Detection（DAD; 重複アドレス検出）機能

シスコ システムズの IPv6 の実装方法の詳細については、次の URL を参照してください。

http://www.cisco.com//warp/public/732/Tech/ipv6/ 

ここでは、スイッチの IPv6 実装について説明します。内容は次のとおりです。

• IPv6 アドレス（p.36-2）

• サポートされている IPv6 ユニキャスト ルーティング機能（p.36-3）

• サポートされていない IPv6 ユニキャスト ルーティング機能（p.36-6）

• 制限事項（p.36-7）

• IPv6 とスイッチ スタック（p.36-8）

• SDM テンプレート（p.36-9）

IPv6 アドレス
IPv6 では、ユニキャスト（1 対 1）、マルチキャスト（1 対多）、エニキャスト（1 対最近接）の 3 種
類のアドレスをサポートしています。マルチキャスト アドレスは、ブロードキャスト アドレスの
代わりに使用されます。スイッチでは、IPv6 ユニキャスト アドレスのみをサポートします。

IPv6 128 ビット アドレスは、x:x:x:x:x:x:x:xという形式で、コロンで区切った 8個の 16ビット 16進
数フィールドとして表現します。以下は、IPv6アドレスの例です。

2031:0000:130F:0000:0000:09C0:080F:130B

より実装しやすくするように、各フィールドの先行ゼロはオプションです。同じアドレスで、先行

ゼロがないものは次のようになります。

2031:0:130F:0:0:9C0:80F:130B

また、2 つのコロン（::）を使用して、連続するゼロの 16 進数フィールドを表すこともできますが、
この短縮形は各アドレスで 1 回のみ使用可能です。

2031:0:130F::09C0:080F:130B

http://www.cisco.com//warp/public/732/Tech/ipv6/
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IPv6 アドレス形式、アドレスの種類、および IPv6 パケット ヘッダーの詳細については、次の URL
にアクセスして『Implementing Basic Connectivity for IPv6』を参照してください。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122newft/122t/122t13/ipv6_vgf.htm 

『Information About Implementing Basic Connectivity for IPv6』で、次のセクションの内容は Catalyst 3750
スイッチに適用されます。

• 「IPv6 Address Formats」

• 「IPv6 Address Type: Unicast」

• 「IPv6 Address Output Display」

• 「Simplified IPv6 Packet Header」

スイッチは、このリリースではサイトローカル ユニキャスト アドレス、エニキャスト アドレス、
またはマルチキャスト アドレスをサポートしていません。

サポートされている IPv6 ユニキャスト ルーティング機能
ここでは、スイッチでサポートされている IPv6 プロトコル（RFC 2460）機能について説明します。

• 128 ビット ワイド ユニキャスト アドレス（p.36-3）

• IPv6 ユニキャストのパス MTU 検出（p.36-4）

• ICMPv6（p.36-4）

• IPv6 ステートレス自動設定および重複アドレス検出（p.36-5）

• IPv6 アプリケーション（p.36-5）

• IPv4/IPv6 デュアル プロトコル スタック（p.36-6）

スイッチでのサポートには、拡張アドレス機能、ヘッダー形式の単純化、拡張機能およびオプショ

ンに対するサポートの改善、および拡張ヘッダーのハードウェア解析が含まれています。スイッチ

では、ソフトウェアでルーティングまたはブリッジングされるホップバイホップ拡張ヘッダー パ
ケットをサポートします。

スイッチは、スタティック ルート用のネイティブ形式のイーサネット ISL（スイッチ間リンク）ま
たは 802.1Q トランク ポート、IPv6 用の Routing Information Protocol（RIP）（RFC 2080）、および
Open Shortest Path First（OSPF）バージョン 3 プロトコル（RFC 2740）の IPv6 ルーティング機能を
提供します。最大で 16 の等価コストのルートをサポートし、IPv4 および IPv6 フレームを同時に回
線レートで転送します。

128 ビット ワイド ユニキャスト アドレス

スイッチでは、集約可能グローバル ユニキャスト アドレスおよびリンクローカル ユニキャスト ア
ドレス（RFC 2373）をサポートしています。サイトローカル ユニキャスト アドレスはサポートし
ていません。

• 集約可能グローバル ユニキャスト アドレスは、集約可能グローバル ユニキャスト プレフィク
スによる IPv6 アドレスです。このアドレスの構造は、ルーティング プレフィクスの厳密な集
約を可能にするもので、グローバル ルーティング テーブル内のルーティング テーブル エント
リ数を制限します。これらのアドレスは、組織を通じて集約され、最終的にインターネット

サービス プロバイダで集約されるリンクに使用されます。

このアドレスは、グローバル ルーティング プレフィックス、サブネット ID、インターフェイ
ス ID によって定義されます。現在のグローバル ユニキャスト アドレス割り当てでは、バイナ
リ値 001（2000::/3）で始まるアドレスの範囲が使用されます。2000::/3（001）～ E000::/3（111）
のプレフィクスを持つアドレスは、Extended Universal Identifier（EUI）-64 形式の 64 ビット イ
ンターフェイス ID を持つ必要があります。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122newft/122t/122t13/ipv6_vgf.htm 
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• リンクローカル ユニキャスト アドレスは、リンクローカル プレフィクス FE80::/10（1111 1110
10）および修正 EUI 形式のインターフェイス ID を使用しているインターフェイス上に自動的
に設定できます。リンクローカル アドレスは、ネイバ検出プロトコルとステートレス自動設定
プロセスで使用されます。ローカル リンク上のノードは通信にリンクローカル アドレスを使
用し、グローバルに一意なアドレスは不要です。IPv6 ルータは、他のリンクへのリンクローカ
ル発信元または宛先アドレスを持つパケットを転送しません。

『Cisco IOS IPv6 Configuration Library』の「Implementing Basis Connectivity for IPv6」の章にある「IPv6
Unicast Addresses」を参照してください。URL は次のとおりです。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122newft/122t/122t13/ipv6_vgf.htm 

各 IPv6 ホスト インターフェイスでは、ハードウェアで最大 3 つのアドレス（1 つの集約可能グロー
バル ユニキャスト アドレス、1 つのリンクローカル ユニキャスト アドレス、およびゼロ以上のプ
ライバシ アドレス）をサポートできます。

IPv6 の DNS

IPv6 では、新しい Domain Name System（DNS; ドメイン ネーム システム）レコード タイプが導入
されていて、DNS の名前 /アドレス、アドレス /名前のルックアップ プロセスでサポートされてい
ます。新しい DNS AAA リソースのレコード タイプは、IPv6 アドレスをサポートし、Ipv4 の A ア
ドレス レコードと同等のものです。スイッチは、IPv4 と IPv6 の DNS 解決をサポートします。

IPv6 ユニキャストのパス MTU 検出

スイッチは、IPv6 ノードに対するシステム MTU（最大伝送ユニット）のアドバタイズと、パス MTU
検出をサポートします。パス MTU 検出（RFC 1981）により、ホストは所定のデータ パス上のすべ
てのリンクの MTU サイズの相違を動的に検出し、調整することができます。IPv6 では、パス上の
リンクがパケット サイズに対応しきれない場合、パケットの発信元がフラグメンテーションの処理
を行います。スイッチは、マルチキャスト パケットのパス MTU 検出をサポートしません。

ICMPv6

IPv6 の Internet Control Message Protocol（ICMP）（RFC 2463）は、IPv4 の場合と同様に機能します。
ICMP は、ICMP 宛先到達不能メッセージなどのエラー メッセージを生成して、処理や他の診断機
能でのエラーをレポートします。IPv6 でも、ICMP パケットはネイバ検出プロトコルおよびパス
MTU 検出で使用されます。基本 IPv6 パケット ヘッダーの Next Header フィールド内の値 58 は、
IPv6 ICMP パケットを識別します。

またスイッチは、ICMPv6 の上部で動作するプロトコルである IPv6 の Neighbor Discovery Protocol
（NDP）（RFC 2461）と、NDP を未サポートの IPv6 ステーション用スタティック ネイバ検出をサ
ポートします。IPv6 ネイバ検出プロセスでは、ICMP メッセージと送信請求ノードのマルチキャス
ト アドレスを使用して、同じネットワーク（ローカル リンク）上のネイバのリンク層アドレスの
判別、ネイバの到達可能性の検証、および近接ルータの追跡を行います。

ICMP パケット ヘッダーの Type フィールド内の値 135 は、ネイバ送信請求メッセージを識別しま
す。ノードが同じローカル リンク上の別のノードのリンク層アドレスを判別する場合、ネイバ送信
請求メッセージがローカル リンク上に送信されます。宛先ノードがネイバ送信請求メッセージを受
信すると、ICMP パケット ヘッダーの Type フィールド内の値が 136 のネイバ アドバタイズ メッ
セージを送信して応答します。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122newft/122t/122t13/ipv6_vgf.htm 
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ICMP パケット ヘッダーの Type フィールド内の値 137 は、IPv6 ネイバ リダイレクト メッセージを
識別します。スイッチは、マスク長が 64 未満のルートの ICMPv6 リダイレクト（RFC 2463）をサ
ポートします。ICMP リダイレクトは、64 以上のマスク長を持つホスト ルートおよび要約ルートを
サポートしていません。ルータはネイバリダイレクト メッセージを送信して、宛先へのパス上にあ
るより適切な先頭ホップ ノードをホストに通知します。ルータはネイバ リダイレクト メッセージ
の受信後にルーティング テーブルを更新せず、ホストはネイバ リダイレクト メッセージを発信し
ません。

IPv6 ステートレス自動設定および重複アドレス検出

IPv6 では、2 種類の自動設定をサポートしています。

• ステートレス自動設定（RFC 2462）。ホストが自動的に自身のリンクローカル アドレスを設定
し、起動ノードがルータ送信請求を送信してインターフェイス設定用のルータ アドバタイズを
要求します。

• Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）v6 を使用したステートフル自動設定

スイッチは、リンク、サブネット、およびホストとモバイル IP アドレスの管理などのサイト アド
レス変更を管理するステートレス自動設定をサポートします。

IPv6 ノードのすべてのインターフェイスにはリンクローカル アドレスが必要です。これは、イン
ターフェイスの ID（ルータの MAC アドレス）、およびリンクローカル プレフィックス FE80::/10 か
ら自動的に設定されます。リンクローカル アドレスを使用することで、ノードはリンク上のその他
のノードと通信することができ、また、ノードをさらに設定することもできます。ノードは、ネッ

トワークに接続して自動的にグローバル IPv6 アドレスを生成することができます。手動での設定
や DHCP サーバなどのサーバ支援は不要です。IPv6 では、リンク上のルータは、ルータ アドバタ
イズ メッセージを使用して、グローバル プレフィクスと、リンクのデフォルトのルータとして機
能できることをアドバタイズします。リンク上のノードは、インターフェイス ID（64 ビット）を
ルータ アドバタイズ メッセージに含まれるプレフィクス（64 ビット）に追加することによって、
自動的にグローバル IPv6 アドレスを設定できます。

ノードが設定した 128 ビット IPv6 アドレスは、次に重複アドレス検出（RFC 2462）により、リン
ク上で一意であることが保証されます。アドバタイズされたプレフィクスがグローバルに一意の場

合、ノードによって設定された IPv6 アドレスはグローバルに一意であることが保証されます。ICMP
パケット ヘッダー Type フィールドの値が 133 のルータ送信請求メッセージは、ホストによってシ
ステム起動時に送信されるため、ホストはスケジューリングされている次のルータ アドバタイズ
メッセージを待つことなく、ホスト自身をすぐに自動設定できます。IPv6重複アドレス検出は、イ
ンターフェイスに割り当てられる前にユニキャスト アドレスで実行されます。スイッチは、自動的
に生成されるサイトローカル IPv6 アドレスをサポートしていません。

IPv6 アプリケーション

スイッチは、次のアプリケーションについて IPv6 をサポートします。

• ping、traceroute、Telnet、TFTP、FTP

• IPv6 トランスポートでの HTTP サーバ アクセス

• IPv6 トランスポートでの AAAA 用 DNS レゾルバ

Cisco IOS におけるこれらのアプリケーションの管理の詳細については、『Cisco IOS IPv6 Configuration
Library』の「Managing Cisco IOS Applications over IPv6」を参照してください。次の URL からアク
セスできます。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios123/123cgcr/ipv6_c/sa_mgev6.htm 

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios123/123cgcr/ipv6_c/sa_mgev6.htm
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IPv4/IPv6 デュアル プロトコル スタック

IPv6 へ移行するための技法に、IPv4/IPv6 デュアル プロトコル スタックを使用する方法があります。
デュアル スタックを使用することで、ノードで動作中のアプリケーションを少しずつ順々にアップ
グレードできます。IPv6 にアップグレードされたアプリケーションは IPv6 プロトコル スタックを
使用し、アップグレードされず IPv4 のみをサポートするアプリケーションはアップグレードされ
たアプリケーションと同じノードで共存することができます。新規およびアップグレードされたア

プリケーションは、IPv4 と IPv6 の両方のプロトコル スタックを使用できます。

Cisco IOS ソフトウェアは、IPv4/IPv6 デュアル プロトコル スタック技法をサポートしています。
IPv4 と IPv6 の両方のルーティングがイネーブルで、インターフェイスが IPv4 アドレスと IPv6 アド
レスの両方で設定されている場合、インターフェイスは IPv4 トラフィックと IPv6 トラフィックの
両方を転送します。

図 36-1に、IP パケットおよび宛先アドレスに基づいて、同じインターフェイスを介して IPv4 トラ
フィックおよび IPv6 トラフィックの両方を転送するルータを示します。

図 36-1 インターフェイス上での IPv4 と IPv6 のデュアル サポート

スイッチは、Ternary CAM（TCAM）を使用してユニキャスト ルート、MAC アドレス、Access Control
List（ACL; アクセス制御リスト）などの機能を格納し、Switch Database Management（SDM）テン
プレートを提供してスイッチの用途に応じてメモリ リソースを割り当てます。TCAM 使用を IPv4
プロトコルと IPv6 プロトコルの両方に対して割り当てるには、デュアル IPv4 および IPv6 テンプ
レートを使用する必要があります。「SDM テンプレート」（p.36-9）を参照してください。

サポートされていない IPv6 ユニキャスト ルーティング機能
このリリースでは、スイッチは次の IPv6 機能をサポートしていません。

• IPv6 ポリシーベースのルーティング

• IPv6 Virtual Private Network（VPN; 仮想私設網）Routing and Forwarding（VRF）テーブルのサポート

• Web Cache Communication Protocol（WCCP）over IPv6

• 次の IPv6 ルーティング プロトコルのサポート ― Multiprotocol Border Gateway Protocol（BGP）、
Intermediate System-to-Intermediate System（IS-IS）ルーティング、Enhanced Interior Gateway Routing
Protocol（EIGRP）

• SNMP（簡易ネットワーク管理プロトコル）over IPv6 トランスポート

• Cisco Discovery Protocol（CDP）IPv6 アドレス ファミリー サポート

• IPv6 Hot Standby Router Protocol（HSRP）

• DHCPv6

12
23

79

3ffe:yyyy::1

10.1.1.1

IPv6

IPv4

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios123/123cgcr/ipv6_c/sa_mgev6.htm
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• サイトローカル アドレス宛の IPv6 パケット

• IPv4-to-IPv6 や IPv6-to-IPv4 などのトンネリング プロトコル

• IPv4-to-IPv6 と IPv6-to-IPv4 のトンネリング プロトコルをサポートするトンネル エンドポイン
トとしてのスイッチ

• IPv6 ユニキャスト リバース パス フォワーディング

• IPv6 の一般的なプレフィクス

制限事項

IPv6 はスイッチのハードウェアに実装されているので、TCAM 内の IPv6 圧縮アドレスを使用する
ことによる制限がいくつかあります。これらのハードウェアの制限事項により、機能が失われたり

機能に制限が加わることになります。

機能の制限は次のとおりです。

• ICMP リダイレクト機能は、IPv6 ホスト ルート（特定のホストに到達するのに使用するルート）
や 64 以上のマスク長の IPv6 ルートに対してサポートされていません。スイッチは、ホスト
ルートまたはマスク長が 64 以上のルートで到達できる特定の宛先に対して、優位の先頭ホッ
プ ルータへホストをリダイレクトできません。

• 等価コストおよび非等価コスト ルートを使用したロードバランシングは、IPv6 ホスト ルート
や 64 以上のマスク長の IPv6 ルートに対してサポートされていません。

• スイッチは、SNAP カプセル化 IPv6 パケットを正しく転送できません。これらのパケットは転
送（ブリッジングまたはルーティング）される前に破損し、破損したパケットとしてネット

ワークに到達します。

（注） IPv4 SNAP カプセル化パケットでも類似の制約がありますが、パケットはスイッチで廃
棄されるので破損したパケットとして転送されることはありません。

• スイッチは IPv6-toIPv4 と IPv4-to-IPv6 のパケットをハードウェアで転送しますが、IPv6-toIPv4
または IPv4-to-IPv6 のトンネル エンドポイントにはなれません。

• ブリッジングされたホップバイホップ拡張ヘッダー付き IPv6 パケットは、ソフトウェアで転送
されます。IPv4 では、これらのパケットはソフトウェアでルーティングされますが、ハード
ウェアでブリッジングされます。

• ソフトウェア コンフィギュレーション ガイドで定義されている通常の SPAN および RSPAN の
制限事項に加えて、IPv6 パケットには次のような制限事項があります。

－ RSPAN IPv6 ルーテッド パケットを出力する際、SPAN 出力パケット内の送信元 MAC アド
レスが破損する可能性があります。

－ RSPAN IPv6 ルーテッド パケットを出力する際、宛先 MAC アドレスが破損する可能性が
あります。通常のトラフィックには影響しません。

• スイッチは、ハードウェア内の送信元ルーテッド IPv6 パケットに、QoS 分類、またはポリシー
ベース ルーティングを適用できません。

• スイッチは、マルチキャスト パケットに対して ICMPv6 Packet Too Bigメッセージを生成で
きません。
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IPv6 とスイッチ スタック
スイッチは、IPv4 ユニキャスト ルーティングとほぼ同じような、スタック内の IPv6 転送をサポー
トします。スタック マスターは IPv6 ユニキャスト ルーティング プロトコルを実行してルーティン
グ テーブルを計算します。Distributed CEF（dCEF; 分散 CEF）を使用して、スタック マスターは
ルーティング テーブルをスタック メンバー スイッチにダウンロードします。メンバー スイッチは
テーブルを受信して、ハードウェア転送用に IPv6 ルートをハードウェアにインストールします。

（注） IPv6 ルーティングをスタック内で機能させるために、スタック内のすべてのスイッチで拡張 IP
サービス イメージを実行している必要があります。

新しいスイッチがスタック マスターになる場合、新しいマスターは IPv6 ルーティング テーブルを
再計算してこれをメンバー スイッチに配布します。新しいスタック マスターが選択されてリセッ
トする間、スイッチ スタックは IPv6 パケットを転送しません。新しいスイッチがスタック マス
ターになると、スタックMAC アドレスも変更されます。スタックの IPv6 アドレスが、ipv6 address
ipv6-prefix/prefix length eui-64 インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用して EUI
で指定されている場合、アドレスはインターフェイス MAC アドレスに基づいていて、MAC アドレ
スを変更すると IPv6 アドレスも変更されます。「IPv6 アドレス指定の設定と IPv6 ルーティングの
イネーブル化」（p.36-11）を参照してください。

（注） 固定 MAC アドレス機能をスタックに設定してスタック マスターを変更した場合、スタック MAC
アドレスは約 4 分間変更されません。この期間に前のスタック マスターがメンバー スイッチとし
てスタックに復帰する場合、スタック MAC アドレスは前のスタック マスターの MAC アドレスの
ままになります。第 5 章「スイッチ スタックの管理」の「固定 MAC アドレスのイネーブル化」
（p.5-21）を参照してください。

IPv6 スタック マスターおよびメンバーの機能は次のとおりです。

• スタック マスター 

－ IPv6 ルーティングプロトコルの実行

－ ルーティング テーブルの生成

－ dCEFv6 を使用するスタック メンバーへの CEFv6 ルーティング テーブルの配布

－ IPv6 ホスト機能および IPv6 アプリケーションの実行

• スタック メンバー（拡張 IP サービス イメージを実行している必要があります） 

－ スタック マスターからの CEFv6 ルーティング テーブルの受信

－ ハードウェア内へのルートのプログラミング。スイッチに入る IPv6 パケットがハードウェ
アでルーティングされます。

－ マスターの再選択での CEFv6 テーブルのフラッシュ

IPv4 ユニキャスト ルーティングを使用する場合、スタック マスターに障害が発生すると、スタッ
クはスタック マスターがダウンしていることを検出し、スタック メンバーの 1 つを新規スタック
マスターとして選択します。ハードウェアは一時的な中断を除き、プロトコルがアクティブでない

状態で、パケットの転送を継続します。IPv6 の場合、スイッチはパケットの転送を継続しません。
新しいスタック マスターを選択する場合、スタックがすべてのルートを復旧させてトラフィックの
転送を再開するまで最大 60 秒必要です。

IPv6 ホスト機能はスタック マスターでサポートされていて、すべての IPv6 アプリケーションはス
タック マスターで実行されます。
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SDM テンプレート
ほとんどの Catalyst 3750スイッチには、ユニキャスト ルート、MAC アドレス、ALC、および他の
機能を格納するための TCAM が 1 つあります。さまざまな用途に TCAM リソースを割り当てるた
めに、スイッチ SDM テンプレートによってシステム リソースに優先順位をつけて、特定の機能の
サポートを最適化します。sdm prefer グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用してス
イッチの環境に最も適したテンプレートを選択します。SDM テンプレートの詳細については、第 8
章「SDM テンプレートの設定」を参照してください。

（注） アグリゲータ テンプレートは Catalyst 3750-12S スイッチでのみサポートされます。他のすべての
Catalyst 3750 スイッチは、デスクトップ テンプレートのみをサポートしています。

スイッチ スタックが拡張 IP サービス イメージを実行している場合、IP バージョン 6（IPv6）をサ
ポートするために SDM テンプレートを選択できます。デュアル デスクトップおよびアグリゲータ
IPv4/IPv6 テンプレート使用することにより、（IPv4 と IPv6 の両方をサポートする）デュアル スタッ
ク環境でスイッチを使用できるようになります。

（注） デュアル IPv4/IPv6 テンプレートを最初に選択せずに IPv6 を設定しようとすると、警告メッセージ
が生成されます。

• IPv4 のみの環境では、スイッチは IPv4 パケットをルーティングし、ハードウェアで IPv4 QoS
および ACL を適用します。IPv6 パケットはサポートされません。

• IPv4 と IPv6 のデュアル環境では、スイッチは IPv4 パケットと IPv6 パケットをルーティング
し、ハードウェアで IPv4 の QoS と ACL を適用します。このリリースでは、IPv6 の QoS と ACL
がサポートされていません。

（注） デュアル スタック テンプレートを使用すると、各リソースに割り当てられる TCAM の容量が減る
ので、IPv4 トラフィックのみを転送する場合はこのテンプレートを使用しないでください。

デュアル IPv4/IPv6 SDM テンプレート

次の SDM テンプレートは、IPv4 および IPv6 環境をサポートします。

（注） このリリースでは、IPv6 のマルチキャスト、QoS、ACL はサポートされていません。

• デスクトップ デュアル IPv4/IPv6 デフォルト テンプレート ― デスクトップ スイッチ（Catalyst
3750-12S を除くすべての Catalyst 3750 スイッチ）上で、IPv4 のレイヤ 2、マルチキャスト、ルー
ティング、QoS、ACL、および IPv6 のレイヤ 2 とルーティングをサポートします。

• デスクトップ デュアル IPv4/IPv6 VLAN テンプレート ― デスクトップ スイッチ上で IPv4 の基
本レイヤ 2、マルチキャスト、QoS、ACL、および IPv6 の基本レイヤ 2 をサポートします。 

• アグリゲータ デュアル IPv4/IPv6 デフォルト テンプレート ― Catalyst 3750-12S アグリゲータ ス
イッチ上で IPv4 のレイヤ 2、マルチキャスト、ルーティング、QoS、ACL、および IPv6 のレイ
ヤ 2 とルーティングをサポートします。
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• アグリゲータ デュアル IPv4/IPv6 VLAN テンプレート ― Catalyst 3750-12S スイッチ上で IPv4 の
基本レイヤ 2、マルチキャスト、QoS、ACL、および IPv6 の基本レイヤ 2 をサポートします。

（注） IPv4 ルートで必要な TCAM エントリは 1 つだけです。IPv6 で使用されるハードウェア圧縮方式に
より、IPv6 ルートは複数の TCAM エントリを取得でき、ハードウェアで転送されるエントリの数
を減らすことができます。たとえば、IPv6 の直接接続 IP アドレスの場合、デスクトップ テンプ
レートでは 2000 エントリ未満になる可能性があります。

表 36-1に、各新規テンプレートに割り当てられる機能リソースの概数を示します。テンプレートの
概算は、8 つのルーテッド インターフェイスがあり約 1000 の VLAN があるスイッチに基づいてい
ます。

（注） 現在のソフトウェア リリースでは、IPv6 の QoS、ACL はサポートされていません。

表 36-1 デュアル IPv4/IPv6 テンプレートが許容する機能リソースの概数

リソース

デスクトップ 
IPv4/IPv6 
デフォルト

デスクトップ 
IPv4/IPv6 
VLAN

アグリゲータ 
IPv4/IPv6 
デフォルト

アグリゲータ 
IPv4/IPv6 
VLAN

ユニキャスト MAC アドレス 2 K 8 K 2 K 8 K

IPv4 IGMP グループとマルチキャスト ルート 1 K 1 K 2 K 0

IPv4 ユニキャスト ルートの合計 3 K 0 3 K 0

• 直接接続された IPv4 ホスト 2 K 0 2 K 0

• 間接 IPv4 ルート 1 K 0 1 K 1 K

IPv6 マルチキャスト グループ 1 K 1 K 1 K 1 K

IPv6 ユニキャスト ルートの合計 3 K 0 3 K 0

• 直接接続された IPv6 アドレス 2 K 0 2 K 0

• 間接 IPv6 ユニキャスト ルート 1 K 0 1 K 0

IPv4 ポリシーベースのルーティング ACE 0 0 0 0

IPv4 または MAC QoS ACE（合計） 512 512 876 876

IPv4 または MAC セキュリティ ACE（合計） 1 K 1 K 512 1 K

IPv6 ポリシーベースのルーティング ACE 0 0 0 0

IPv6 QoS ACE 510 510 876 876

IPv6 セキュリティ ACE 510 510 876 876
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IPv6 の設定
ここでは、IPv6 転送の設定について説明します。

• IPv6 のデフォルト設定（p.36-11）

• IPv6 アドレス指定の設定と IPv6 ルーティングのイネーブル化（p.36-11）

• IPv4/IPv6 プロトコル スタックの設定（p.36-14）

• IPv6 ICMP レート制限の設定（p.36-16）

• IPv6 の CEFおよび dCEF の設定（p.36-16）

• IPv6 のスタティック ルーティングの設定（p.36-17）

• IPv6 の RIP の設定（p.36-19）

• IPv6 の OSPF の設定（p.36-21）

IPv6 のデフォルト設定
表 36-2に、IPv6 のデフォルト設定を示します。

IPv6 アドレス指定の設定と IPv6 ルーティングのイネーブル化
ここでは、個々のレイヤ 3 インターフェイスに IPv6 アドレスを割り当ててスイッチで IPv6 トラ
フィックの転送をグローバルにイネーブルにする方法について説明します。

（注） ipv6 addressインターフェイス コンフィギュレーション コマンドでは、ipv6-addressおよび
ipv6-prefix 変数を RFC 2373 に記載されている形式で入力する必要があります。アドレスはコロン
で区切られた 16 ビット値を使用して 16 進数で指定します。（スラッシュ [/] が前に付いている）
prefix-length変数は 10 進数値で、アドレスの上位連続ビットのうち何ビットでプレフィクス（アド
レスのネットワーク部分）を構成しているかを示します。

IPv6 トラフィックを転送するインターフェイスの場合、このインターフェイスに IPv6 アドレスを
設定する必要があります。インターフェイスにグローバル IPv6 アドレスを設定すると、自動的に
リンクローカル アドレスが設定されてインターフェイスで IPv6 がアクティブ化されます。設定さ
れたインターフェイスは、以下のような、そのリンクの必須マルチキャスト グループに自動的に参
加します。

表 36-2 IPv6 のデフォルト設定

機能 デフォルト設定

SDM テンプレート デフォルトのデスクトップまたはデフォルトのアグリゲータ

（Catalyst3750-12S）

IPv6 ルーティング 全インターフェイスでグローバルにディセーブル

CEFv6 または dCEFv6 ディセーブル（IPv4 CEF および dCEF はデフォルトでイネーブル）

（注） IPv6 ルーティングがイネーブルの場合、CEFv6 および dCEFv6
は自動的にイネーブルになります。

IPv6 アドレス 設定なし
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• インターフェイスに割り当てられた各ユニキャスト アドレスに対する、送信請求ノード マル
チキャスト グループ FF02:0:0:0:0:1:ff00::/104（このアドレスはネイバ検出プロセスで使用され
ます）

• 全ノードのリンクローカル マルチキャストグループ FF02::1

• 全ルータのリンクローカル マルチキャストグループ FF02::2

（注） スイッチで IPv6 を設定する前に、デュアル IPv4/IPv6 SDM テンプレートが選択されていることを
確認してください。

IPv6 ルーティングの設定の詳細については、『Cisco IOS IPv6 Configuration Library』の「Implementing
Basis Connectivity for IPv6」の章を参照してください。URL は次のとおりです。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122newft/122t/122t13/ipv6_vgf.htm

（注） この章で説明しているすべての機能が Catalyst 3750 スイッチでサポートされているわけで
はありません。「サポートされていない IPv6 ユニキャスト ルーティング機能」（p.36-6）を
参照してください。

IPv6 アドレスをレイヤ 3 インターフェイスに割り当てて IPv6 ルーティングをイネーブルにするに
は、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 sdm prefer dual-ipv4-and-ipv6 {default | 
vlan} [desktop]

IPv4 および IPv6 をサポートする SDM テンプレートを選択しま
す。

• default ― システム リソースを均衡化するためにスイッチを
デフォルトのテンプレートに設定します。

• vlan ― ハードウェアでのルーティングをサポートしないス
イッチでの VLAN 設定を最大化します。

• desktop ― デスクトップ テンプレートの 1 つをスイッチに
設定するために Catalyst 3750-12S アグリゲータ スイッチで
のみサポートされます。アグリゲータ スイッチでこの設定
が選択されなかった場合、アグリゲータ テンプレートが自
動的に選択されます。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 reload オペレーティング システムをリロードします。

ステップ 5 configure terminal （スイッチがリロードされたあとに）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。

ステップ 6 interface interface-id 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、設
定するレイヤ 3 インターフェイスを指定します。インターフェイ
スは、物理インターフェイス、Switch Virtual Interface（SVI; ス
イッチ仮想インターフェイス）、レイヤ 3 EtherChannel のうちい
ずれかにすることができます。

ステップ 7 no switchport レイヤ 2 コンフィギュレーション モードからインターフェイス
を削除します（物理インターフェイスの場合）。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122newft/122t/122t13/ipv6_vgf.htm 
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インターフェイスから IPv6 アドレスを削除するには、no ipv6 address ipv6-prefix/prefix length eui-64
または no ipv6 address ipv6-address link-localインターフェイス コンフィギュレーション コマンドを
使用します。手動で設定したすべての IPv6 アドレスをインターフェイスから削除するには、no ipv6
addressインターフェイス コンフィギュレーション コマンドを引数なしで使用します。IPv6 アドレ
スで明示的に設定されていないインターフェイスで IPv6 処理をディセーブルにするには、no ipv6
enableインターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。IPv6 ルーティングをグ
ローバルにディセーブルにするには、no ipv6 unicast-routing グローバル コンフィギュレーション
コマンドを使用します。

ステップ 8 ipv6 address ipv6-prefix/prefix length 
eui-64

または

ipv6 address ipv6-address link-local

または

ipv6 enable

IPv6 アドレスの下位 64 ビットで EUI 形式のグローバル IPv6 ア
ドレスを指定します。ネットワーク プレフィクスのみを指定し
ます。最後の 64 ビットはスイッチ MAC アドレスから自動的に
計算されます。これにより、インターフェイスでの IPv6 処理が
イネーブルになります。

IPv6 がインターフェイスでイネーブルになる際に自動的に設定
されるリンクローカル アドレスではなく、使用するインター
フェイスでリンクローカル アドレスを指定します。このコマン
ドにより、インターフェイスでの IPv6 処理がイネーブルになり
ます。

インターフェイスで自動的に IPv6 リンクローカル アドレスを設
定し、インターフェイスでの IPv6 処理をイネーブルにします。
リンクローカル アドレスは、同一リンク内のノードとの通信に
のみ使用できます。

ステップ 9 exit グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 10 ip routing スイッチ上で IP ルーティングをイネーブルに設定します。

ステップ 11 ipv6 unicast-routing IPv6 ユニキャスト データ パケットの転送をイネーブルにしま
す。

ステップ 12 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 13 show ip v6 interface interface-id 設定を確認します。

ステップ 14 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明
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次に、IPv6 プレフィックス 2001:0DB8:c18:1::/64に基づいて Ipv6 をリンクローカル アドレスおよび
グローバル アドレスでイネーブルにする例を示します。EUI-64 インターフェイス ID は、両方のア
ドレスの下位 64 ビットで使用されます。show ipv6 interface EXEC コマンドからの出力を見ると、
インターフェイスのリンクローカル プレフィクス FE80::/64 にインターフェイス ID
（20B:46FF:FE2F:D940）がどのように付加されているかがわかります。

Switch(config)# sdm prefer dual-ipv4-and-ipv6 default 
Switch(config)# ipv6 unicast-routing
Switch(config)# interface fastethernet1/0/11
Switch(config-if)# no switchport
Switch(config-if)# ipv6 address 2001:0DB8:c18:1::/64 eui 64
Switch(config-if)# end
Switch# show ipv6 interface fastethernet1/0/11
FastEthernet1/0/11 is up, line protocol is up
  IPv6 is enabled, link-local address is FE80::20B:46FF:FE2F:D940
  Global unicast address(es):

2001:0DB8:c18:1:20B:46FF:FE2F:D940, subnet is 2001:0DB8:c18:1::/64 [EUI]
  Joined group address(es):
    FF02::1
    FF02::2
    FF02::1:FF2F:D940
  MTU is 1500 bytes
  ICMP error messages limited to one every 100 milliseconds
  ICMP redirects are enabled
  ND DAD is enabled, number of DAD attempts: 1
  ND reachable time is 30000 milliseconds
  ND advertised reachable time is 0 milliseconds
  ND advertised retransmit interval is 0 milliseconds
  ND router advertisements are sent every 200 seconds
  ND router advertisements live for 1800 seconds
  Hosts use stateless autoconfig for addresses.

IPv4/IPv6 プロトコル スタックの設定
インターフェイスを IPv4 アドレスと IPv6 アドレスの両方で設定する場合、インターフェイスは
IPv4 トラフィックと IPv6 トラフィックの両方を転送し、IPv4 ネットワークと IPv6 ネットワークの
両方でデータを送受信できます。

IPv4I と Pv6 の両方をサポートするようにレイヤ 3 インターフェイスを設定して IPv6 ルーティング
をイネーブルにするには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

（注） IPv6 ルーティングを設定する前に、IPv4 および IPv6 をサポートする SDM テンプレートを選択す
る必要があります。まだ設定していない場合、sdm prefer dual-ipv4-and-ipv6 {default | vlan} [desktop]
グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して IPv6 をサポートするテンプレートを設定
します。新しいテンプレートを選択した場合、テンプレートを有効にするために reload イネーブ
ル EXEC コマンドを使用してスイッチをリロードする必要があります。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 ip routing スイッチ上で IPv4 をイネーブルに設定します。

ステップ 3 ipv6 unicast-routing スイッチで IPv6 データ パケットの転送をイネーブルに設定しま
す。

ステップ 4 interface interface-id 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、設
定するレイヤ 3 インターフェイスを指定します。
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IPv4 ルーティングをディセーブルにするには、no ip routingグローバル コンフィギュレーション コ
マンドを使用します。IPv6 ルーティングをディセーブルにするには、no ipv6 unicast-routingグロー
バル コンフィギュレーション コマンドを使用します。インターフェイスから IPv4 アドレスを削除
するには、no ip address ip-address maskインターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用
します。インターフェイスから IPv6 アドレスを削除するには、no ipv6 address ipv6-prefix/prefix length
eui-64または no ipv6 address ipv6-address link-localインターフェイス コンフィギュレーション コマ
ンドを使用します。手動で設定したすべての IPv6 アドレスをインターフェイスから削除するには、
no ipv6 addressインターフェイス コンフィギュレーション コマンドを引数なしで使用します。IPv6
アドレスで明示的に設定されていないインターフェイスで IPv6 処理をディセーブルにするには、no
ipv6 enableインターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。

次に、インターフェイスで IPv4 および IPv6 ルーティングをイネーブルにする例を示します。

Switch(config)# sdm prefer dual-ipv4-and-ipv6 default 
Switch(config)# ip routing
Switch(config)# ipv6 unicast-routing
Switch(config)# interface fastethernet1/0/11
Switch(config-if)# no switchport
Switch(config-if)# ip address 192.168.99.1 244.244.244.0
Switch(config-if)# ipv6 address 2001:0DB8:c18:1::/64 eui 64
Switch(config-if)# end

ステップ 5 no switchport レイヤ 2 コンフィギュレーション モードからインターフェイス
を削除します（物理インターフェイスの場合）。

ステップ 6 ip address ip-address mask [secondary] インターフェイスのプライマリまたはセカンダリ IPv4 アドレス
を指定します。

ステップ 7 ipv6 address ipv6-prefix/prefix length 
eui-64

または

ipv6 address ipv6-address link-local

または

ipv6 enable

IPv6 アドレスの下位 64 ビットにインターフェイス ID を持つグ
ローバル IPv6 アドレスを指定します。ネットワーク プレフィク
スのみを指定します。最後の 64 ビットはスイッチ MAC アドレ
スから自動的に計算されます。これにより、インターフェイスで

の IPv6 処理がイネーブルになります。

IPv6 がインターフェイスでイネーブルになる際に自動的に設定
されるリンクローカル アドレスではなく、使用するインター
フェイスでリンクローカル アドレスを指定します。このコマン
ドにより、インターフェイスでの IPv6 処理がイネーブルになり
ます。

インターフェイスで自動的に IPv6 リンクローカル アドレスを設
定し、インターフェイスでの IPv6 処理をイネーブルにします。
リンクローカル アドレスは、同一リンク内のノードとの通信に
のみ使用できます。

ステップ 8 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 9 show interface interface-id

show ip interface interface-id

show ip v6 interface interface-id

設定を確認します。

ステップ 10 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明
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IPv6 ICMP レート制限の設定
IPv6 ICMP レート制限では、トークン バケット アルゴリズムを使用して IPv6 ICMP エラー メッセー
ジがネットワークに送信されるレートを制限します。エラー メッセージの間隔は、時間間隔とバ
ケット サイズで指定します。traceroute などのアプリケーションには、短期間に連続して送信され
る要求群に対する応答が必要なものもあるので、エラー メッセージの間隔のみを指定するとアプリ
ケーションで障害が発生する可能性があります。トークン バケットにより、それぞれ 1 つのエラー
メッセージを送信できる多くのトークンを仮想バケットに格納できます。送信されるすべてのメッ

セージに対して、1 つのトークンがバケットから削除されます。エラー メッセージが連続して生成
される場合、エラー メッセージはバケットが空になるまで送信できます。バケットが空になると、
新しいトークンがバケットに配置されるまで IPv6 ICMP エラー メッセージは送信されません。この
方法によって平均レート制限時間間隔は増えず、固定時間間隔よりも柔軟性が増します。

ICMP レート制限はデフォルトでイネーブルになっています。デフォルトのエラー メッセージ間隔
は 100 ミリ秒で、バケット サイズ（バケットに格納できる最大トークン数）は 10 です。

ICMP レート制限パラメータを変更するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

デフォルトの設定に戻すには、no ipv6 icmp error-interval グローバル コンフィギュレーション コ
マンドを使用します。

次に、IPv6 ICMP エラー メッセージ間隔を 50 ミリ秒でバケット サイズを 20 トークンにする例を示
します。

Switch(config)#ipv6 icmp error-interval 50 20

IPv6 の CEFおよび dCEF の設定
Cisco Express Forwarding（CEF）は、ネットワーク パフォーマンスを最適化するために使用される
レイヤ 3 IP スイッチング技術です。CEF には高度な IP 検索および転送アルゴリズムが実装されて
いるため、レイヤ 3 スイッチングのパフォーマンスを最大化できます。高速スイッチング ルート
キャッシングよりも CPU にかかる負担が少ないため、CEF ではより多くの CPU 処理能力をパケッ
ト転送に振り分けることができます。Catalyst 3750 スイッチ スタックでは、ハードウェアはスタッ
クの dCEF を使用します。IPv4 CEFおよび dCEF はデフォルトでイネーブルです。IPv6 CEFおよび
dCEF はデフォルトでディセーブルですが、IPv6 ルーティングを設定すると自動的にイネーブルに
なります。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 ipv6 icmp error-interval interval 
[bucketsize]

IPv6 ICMP エラー メッセージの間隔とバケット サイズを設定し
ます。

• interval ― トークンがバケットに追加される間隔（ミリ秒単
位）。指定できる範囲は 0 ～ 2147483647 ミリ秒です。

• bucketsize ― （任意）バケットに格納されるトークンの最大
数。指定できる範囲は 1 ～ 200 です。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show ipv6 interface [interface-id] 設定を確認します。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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IPv6 ユニキャスト パケットをルーティングするには、ipv6 unicast-routingグローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用して IPv6 ユニキャスト パケットの転送をグローバルに設定して、ipv6
address インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用してインターフェイスに IPv6
アドレスおよび IPv6 処理を設定する必要があります。

IPv6 CEFまたは dCEFをディセーブルにするには、no ipv6 cefまたは no ipv6 cef distributedグロー
バル コンフィギュレーション コマンドを使用します。IPv6 CEFまたは dCEFをディセーブルにし
たあとに再びイネーブルにするには、ipv6 cefまたは ipv6 cef distributedグローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。IPv6 ステートを確認するには、show ipv6 cefイネーブル EXEC
コマンドを使用します。

IPv6 のスタティック ルーティングの設定
スタティック ルートは手動で設定されるもので、2 つのネットワーキング デバイス間のルートを明
示的に定義します。スタティック ルートの利点は、セキュリティと、リソースの効率です。ルート
の計算と伝達が不要なため、スタティック ルートで使用される帯域幅はダイナミック ルーティン
グ プロトコルよりも少なくなります。スタティック ルートの主な欠点は、スタティック ルートが
ダイナミック ルーティング プロトコルのように自動的に更新されず、ネットワーク トポロジの変
更時に手動で再設定しなければならないことです。スタティック ルートは、1 つの外部ネットワー
クへのパスが 1 つだけあるような小規模のネットワークや、より大きなネットワークで特定のトラ
フィックのタイプについてセキュリティを提供するような場合に役に立ちます。

スタティック ルートには次のような種類があります。

• 直接接続されているスタティック ルート ― 宛先がこのインターフェイスに直接接続されてい
ると想定されているため、出力インターフェイスのみが指定されています。パケット宛先は、

ネクスト ホップ アドレスとして使用されます。直接接続されているスタティック ルートは、
指定されたインターフェイスが IPv6 対応で稼働中の場合のみ有効です。

• 再帰的なスタティック ルート ― ネクスト ホップのみが指定されていて、出力インターフェイ
スはネクスト ホップから導出されます。再帰的なスタティック ルートは、指定したネクスト
ホップが有効な IPv6 出力インターフェイスで、ルートが自己再帰せず、再帰深度が最大 IPv6
転送再帰深度を越えない場合のみ有効です。

• 完全に指定されたスタティック ルート ― 出力インターフェイスとネクスト ホップが指定され
ています。ネクスト ホップが、指定された出力インターフェイスに直接接続されていると想定
されます。完全に指定されたルートは、指定された IPv6 インターフェイスが IPv6 対応で稼働
中の場合に有効です。

• フローティング スタティック ルート ― 3 種類のスタティック ルートのいずれもが、フロー
ティング スタティック ルートになることができます。設定されたルーティング プロトコルを
介して学習されたダイナミック ルートをバックアップするのに使用されます。フローティング
スタティック ルートは、バックアップしているルーティング プロトコルよりも管理距離の効
率が低下します。したがって、ダイナミック ルートは常にフローティング スタティック ルー
トに優先してルーティング トラフィックに使用されます。ダイナミック ルートが切断された
場合、代わりにフローティング スタティック ルートが使用されます。

（注） スタティック IPv6 ルートを設定する前に、ip routingグローバル コンフィギュレーション コマン
ドを使用してルーティングをイネーブルにし、ipv6 unicast-routing グローバル コンフィギュレー
ション コマンドを使用して IPv6 パケットの転送をイネーブルにし、インターフェイス上で IPv6 ア
ドレスを設定することで少なくとも 1 つのレイヤ 3 インターフェイスで IPv6 をイネーブルにする
必要があります。
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IPv6 スタティック ルートを設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を行います。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 ipv6 route ipv6-prefix/prefix length 
{ipv6-address | interface-id [ipv6-address]} 
[administrative distance]

スタティック IPv6 ルートを設定します。

• ipv6-prefix ― スタティック ルートの宛先である IPv6 ネット
ワーク。スタティック ホスト ルートが設定されている場合
はホスト名にもできます。

• /prefix length ― IPv6 プレフィクスの長さ。アドレスの上位連
続ビットのうち何ビットでプレフィクス（アドレスのネット

ワーク部分）を構成しているかを示す 10 進数値。10 進数値
の前にスラッシュ記号を付ける必要があります。

• ipv6-address ― 特定のネットワークに到達するのに使用でき
るネクスト ホップの IPv6 アドレス。ネクスト ホップの IPv6
アドレスは直接接続が不要で、直接接続されているネクスト

ホップの IPv6 アドレスを検索するために再帰が実行されま
す。アドレスは、RFC 2373 に記載されている形式で、コロ
ンで区切られた 16 ビットの値を使用した 16 進数値で指定
されなければなりません。

• interface-id ― ポイントツーポイントおよびブロードキャス
ト インターフェイスからの直接スタティック ルートを指定
します。ポイントツーポイント インターフェイスでは、ネ
クスト ホップの IPv6 アドレスを指定する必要がありませ
ん。ブロードキャスト インターフェイスでは、常にネクス
ト ホップ用の IPv6 アドレスを指定するか、指定したプレ
フィクスがリンクに割り当てられ、ネクスト ホップとして
リンクローカル アドレスを指定していることを確認する必
要があります。任意でパケットが送信されるネクスト ホッ
プの IPv6 アドレスを指定できます。

（注） リンクローカル アドレスをネクスト ホップとして使用
する場合、interface-id を指定しなければなりません（リ
ンクローカル ネクスト ホップは隣接ルータでなければ
なりません）。

• administrative distance ― （任意）管理距離。範囲は 1 ～ 254
で、デフォルト値は 1 です。この場合、接続されているルー
トを除く他のタイプのルートよりも、スタティック ルート
が優先されます。フローティング スタティック ルートを設
定するには、ダイナミック ルーティング プロトコルよりも
大きな管理距離を指定します。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。
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設定したスタティック ルートを削除するには、no ipv6 route ipv6-prefix/prefix length {ipv6-address |
interface-id [ipv6-address]} [administrative distance] グローバル コンフィギュレーション コマンドを
使用します。

次に、管理距離が 130 のインターフェイスへのフローティング スタティック ルートを設定する例
を示します。

Switch(config)# ipv6 route 2001:0DB8::/32 gigabitethernet2/0/1 130

スタティック IPv6 ルーティングの設定の詳細については、『Cisco IOS IPv6 Configuration Library』の
「Implementing Static Routes for IPv6」の章を参照してください。URL は次のとおりです。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122newft/122t/122t13/ipv6_vgf.htm

IPv6 の RIP の設定
IPv6 の RIP は、ホップ カウントをルーティング メトリックとして使用するディスタンス ベクタ プ
ロトコルです。IPv6 RIP は、IPv4 の RIP と同じように機能し、同じような利点があります。IPv6
RIP 拡張には、IPv6 アドレスおよびプレフィクスのサポートと、RIP 更新メッセージの宛先アドレ
スとしての全 RIP ルータ マルチキャスト グループ アドレス FF02::9の使用が含まれています。

各 IPv6 RIP プロセスでは、Routing Information Database（RIB）と呼ばれるローカル ルーティング
テーブルを保持します。これには、すべての近接ネットワーキング デバイスから学習した最適コス
トの IPv6 ルートのセットが含まれています。IPv6 RIP が 2 つの異なるネイバから同じルートを学習
したもののコストが異なっている場合、最低コストのルートのみをローカル RIB に格納します。ま
た RIB には、RIP プロセスが RIP を実行しているネイバにアドバタイズしている期限切れのルート
も格納されています。同じルートが IPv6 RIP よりも別のルーティング プロトコルから学習された
方が優位な管理距離を持つ場合、その RIP ルートは IPv6 RIB には追加されませんが、そのルートは
IPv6 RIP RIB に存在し続けることになります。

ステップ 4

または

show ipv6 static [ipv6-address | 
ipv6-prefix/prefix length] [interface 
interface-id] [recursive] [detail]

または

show ipv6 route [ipv6-address | 
ipv6-prefix/prefix length]

IPv6 ルーティング テーブルの内容を表示してエントリを確認し
ます。

• interface interface-id ― （任意）指定されたインターフェイス
を出力インターフェイスとしているスタティック ルートの
みを表示します。

• recursive ― （任意）再帰的なスタティック ルートのみを表
示します。recursiveキーワードは、interfaceキーワードと相
互に排他的ですが、コマンド構文に含まれる IPv6 プレフィ
クス付きでもプレフィクスなしでも使用できます。

• detail ― （任意）次の追加情報を表示します。

－ 有効な再帰的ルートの場合、出力パス セット、および最
大解決深度

－ 無効なルートの場合、ルートが無効である理由

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122newft/122t/122t13/ipv6_vgf.htm 
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（注） IPv6 RIP を実行するようにスイッチを設定する前に、ip routingグローバル コンフィギュレーショ
ン コマンドを使用してルーティングをイネーブルにし、ipv6 unicast-routing グローバル コンフィ
ギュレーション コマンドを使用して IPv6 パケットの転送をイネーブルにし、IPv6 RIP をイネーブ
ルにするレイヤ 3 インターフェイス上で IPv6 をイネーブルにする必要があります。

IPv6 RIP をイネーブルにして設定するには、イネーブル EXEC モードで次の必須および任意の手順
を実行します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 ipv6 router rip name RIP ルーティング プロセスを設定し、プロセスのルータ コン
フィギュレーション モードを開始します。

ステップ 3 maximum-paths number-paths （任意）IPv6 RIP がサポート可能な等価コスト ルートの最大数を
定義します。指定できる範囲は 1 ～ 64 で、デフォルトは 4 パス
です。

ステップ 4 exit グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 5 interface interface-id 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、設
定するレイヤ 3 インターフェイスを指定します。

ステップ 6 ipv6 rip name enable インターフェイス上の指定された IPv6 RIP ルーティング プロセ
スをイネーブルにします。

ステップ 7 ipv6 rip name default-information {only | 
originate}

（任意）IPv6 デフォルト ルート（::/0）を指定されたインターフェ
イスから送信される RIP ルーティング プロセス アップデートで
発信します。

（注） IPv6 デフォルト ルート（::/0）がインターフェイスから
発信されたあとのルーティング ループを避けるために、
ルーティング プロセスではインターフェイス上で受信
したすべてのデフォルト ルートを無視します。

• only ― デフォルト ルートを発信することを選択しますが、
このインターフェイスで送信されるアップデート内にある

他のすべてのルートを抑止します。

• originate ― このインターフェイスで送信されるアップデー
ト内にある他のすべてのルートに加えて、デフォルト ルー
トを発信することを選択します。

ステップ 8 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 9 show ipv6 rip [name] [interface 
interface-id] [database] [next-hops]

または

show ipv6 route [ipv6-address | 
ipv6-prefix/prefix length | protocol]

現在の IPv6 RIP プロセスに関する情報を表示します。

IPv6 ルーティング テーブルの現在の内容を表示します。

ステップ 10 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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RIP ルーティング プロセスをディセーブルにするには、no ipv6 router rip nameグローバル コンフィ
ギュレーション コマンドを使用します。インターフェイスの RIP ルーティング プロセスをディセー
ブルにするには、no ipv6 rip nameインターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用しま
す。

次に、最大等価コスト ルート数が 8 の RIP ルーティング プロセス「cisco」をインターフェイス上
でイネーブルにする例を示します。

Switch(config)# ipv6 router rip cisco
Switch(config-router)# maximum-paths 8
Switch(config)# exit
Switch(config)# interface fastethernet2/0/11
Switch(config-if)# ipv6 rip cisco enable

IPv6 の RIP ルーティングの設定の詳細については、『Cisco IOS IPv6 Configuration Library』の
「Implementing RIP for IPv6」の章を参照してください。URL は次のとおりです。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122newft/122t/122t13/ipv6_vgf.htm 

IPv6 の OSPF の設定
OSPF は、IP のリンクステート プロトコルで、ルーティング判断が送信元および宛先デバイスに接
続するリンクのステートに基づいていることを意味します。リンクのステートは、インターフェイ

スと、そのインターフェイスと近接ネットワーキング デバイスとの関係を示します。インターフェ
イス情報は、Link-State Advertisement（LSA; リンクステート アドバタイズメント）で伝播され、イ
ンターフェイスの IPv6 プレフィクス、ネットワーク マスク、接続されているネットワークのタイ
プ、そのネットワークに接続されているルータなどが含まれています。LSA データは、リンクス
テート データベースに格納され、OSPF ルーティング テーブルを作成するのに使用されます。デー
タベースには未処理データの集合が含まれていますが、ルーティング テーブルには特定のレイヤ 3
ポートを使用する既知の宛先への最短パスが含まれています。OSPF バージョン 2（RFC 2740）は
IPv6 をサポートします。

IPv6 の OSPF は、OSPF バージョン 2（IPv4 用）とほとんど同じですが、IPv6 ルーティング プレ
フィクスとサイズの大きな IPv6 アドレスをサポートするように拡張されています。ただし、次の
ような違いがあります。

• インターフェイスで IPv6 の OSPF をイネーブルにすると、自動的にルーティング プロセスと
関連する設定が生成されます。IPv4 の場合のように明示的にルーティング プロセスを作成する
必要はありません。

• IPv6 の OSPF では、インターフェイス コンフィギュレーション モードでコマンドを使用して
各インターフェイスで OSPF をイネーブルにする必要があります。OSPF バージョン 2 では、
ルータ コンフィギュレーション モードの使用によって間接的にインターフェイスがイネーブ
ルになります。

• IPv6 では、1 つのインターフェイスに多くのアドレス プレフィクスを設定できます。インター
フェイスに設定されているすべてのプレフィクスはデフォルトで含まれていて、インポート用

にアドレス プレフィクスのサブセットを選択することはできません。

• OSPF バージョン 2 と異なり、IPv6 の複数のインスタンスを 1 つのリンク上で動作させること
ができます。

• OSPF バージョン 2 では、インターフェイスに設定されている 32 ビット IPv4 アドレスを使用
してルータ ID として使用する IPv4 アドレスを選択します。インターフェイスで IPv6 の OSPF
をイネーブルにする際に、IPv4 アドレスがインターフェイスで設定されている場合、その IP ア
ドレスが IPv6 ルータ ID として使用されます。インターフェイスで IPv4 アドレスが設定されて
ない場合は、router-idルータ設定コマンドを使用してルータ ID を設定してから、OSFP プロセ
スを開始する必要があります。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122newft/122t/122t13/ipv6_vgf.htm 
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OSPF は他のインターフェイスよりもループバック インターフェイスを自動的に選択し、すべての
ループバック インターフェイスの中で最大の IP アドレスを選択します。ループバック インター
フェイスが存在しない場合、OSPF がルータ内の最大の IP アドレスを選択します。特定のインター
フェイスを使用するように OSPF を設定することはできません。

ネットワーク用に IPv6 の OSPF をカスタマイズできますが、ほとんど必要ないはずです。IPv6 で
の OSPF のデフォルト設定は、ほとんどのお客様や機能の要件に合致するようになっています。

（注） IPv6 コマンドのデフォルトを変更する場合は注意が必要です。デフォルトを変更すると、IPv6 ネッ
トワークの OSPF に悪影響を及ぼす可能性があります。

（注） インターフェイスで IPv6 OSPF をイネーブルにする前に、ip routingグローバル コンフィギュレー
ション コマンドを使用してルーティングをイネーブルにし、ipv6 unicast-routing グローバル コン
フィギュレーション コマンドを使用して IPv6 パケットの転送をイネーブルにし、IPv6 OSPF をイ
ネーブルにするレイヤ 3 インターフェイス上で IPv6 をイネーブルにする必要があります。

IPv6 OSPF を設定するには、イネーブル EXEC モードで次の必須および任意の手順を実行します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 ipv6 router ospf process-id プロセスの OSPF ルータ コンフィギュレーション モードをイ
ネーブルに設定します。プロセス ID は、IPv6 の OSPF ルーティ
ング プロセスをイネーブルにする際に管理上割り当てられる数
字です。これはローカルに割り当てられて、1 ～ 65535 の正の整
数になります。

ステップ 3 area area-id range {ipv6-prefix/prefix 
length} [advertise | not-advertise] [cost 
cost]

（任意）エリア境界でルートを統合し、要約します。

• area-id ― ルートを要約するエリアの ID。ID は 10 進数値ま
たは IPv6 プレフィクスとして指定できます。

• ipv6-prefix/prefix length ― アドレスの上位連続ビットのうち
何ビットでプレフィクス（アドレスのネットワーク部分）を

構成しているかを示す、宛先 IPv6 ネットワークおよび 10 進
数値。10 進数値の前にスラッシュ記号（/）を付ける必要が
あります。

• advertise ― （任意）タイプ 3 サマリー LSA をアドバタイズ
し生成するアドレス範囲ステータスを設定します。

• not-advertise ― （任意）アドレス範囲ステータスを 
DoNotAdvertise に設定します。タイプ 3 サマリー LSA は抑
制され、コンポーネント ネットワークは他のネットワーク
から隠されたままになります。

• cost cost ― （任意）このサマリー ルートのメトリックまた
はコストで、宛先への最短パスを決定するための OSPF SPF
計算に使用されます。指定できる値は 0 ～ 16777215 です。

ステップ 4 maximum paths number-paths （任意）IPv6 PSPF がルーティング テーブルに入力するのと同じ
宛先への等価コスト ルートの最大数を定義します。指定できる
範囲は 1 ～ 64 で、デフォルトは 16 パスです。
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OSPF ルーティング プロセスをディセーブルにするには、no ipv6 router ospf process-idグローバル
コンフィギュレーション コマンドを使用します。インターフェイスの OSPF ルーティング プロセ
スをディセーブルにするには、no ipv6 ospf process-id area area-id インターフェイス コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。

IPv6 の OSPF ルーティングの設定の詳細については、『Cisco IOS IPv6 Configuration Library』の
「Implementing OSPF for IPv6」の章を参照してください。URL は次のとおりです。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122newft/122t/122t13/ipv6_vgf.htm 

ステップ 5 exit グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 6 interface interface-id 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、設
定するレイヤ 3 インターフェイスを指定します。

ステップ 7 ipv6 ospf process-id area area-id [instance 
instance-id]

インターフェイスで IPv6 の OSPF をイネーブルに設定します。

• instance instance-id ― （任意）インスタンス ID 

ステップ 8 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 9 show ipv6 ospf [process-id] [area-id] 
interface [interface-id]

または

show ipv6 ospf [process-id] [area-id]

OSPF インターフェイスに関する情報を表示します。

OSPF ルーティング プロセスに関する一般的な情報を表示しま
す。

ステップ 10 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122newft/122t/122t13/ipv6_vgf.htm 
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IPv6 の表示
表 36-3に、スイッチで IPv6 をモニタリングするためのイネーブル EXEC コマンドを示します。

次に、show ipv6 interfaceイネーブル EXEC コマンドの出力例を示します。

Switch# show ipv6 interface
Vlan1 is up, line protocol is up
  IPv6 is enabled, link-local address is FE80::20B:46FF:FE2F:D940
  Global unicast address(es):
    3FFE:C000:0:1:20B:46FF:FE2F:D940, subnet is 3FFE:C000:0:1::/64 [EUI]
  Joined group address(es):
    FF02::1
    FF02::2
    FF02::1:FF2F:D940
  MTU is 1500 bytes
  ICMP error messages limited to one every 100 milliseconds
  ICMP redirects are enabled
  ND DAD is enabled, number of DAD attempts: 1
  ND reachable time is 30000 milliseconds
  ND advertised reachable time is 0 milliseconds
  ND advertised retransmit interval is 0 milliseconds
  ND router advertisements are sent every 200 seconds
  ND router advertisements live for 1800 seconds

（テキスト出力は省略）

表 36-3 IPv6 のモニタリング用コマンド

コマンド 説明

show ipv6 access-list アクセス リストのサマリーを表示します。

show ipv6 cef IPv6 の CEF を表示します。

show ipv6 interface interface-id IPv6 インターフェイス ステータスおよび設定を表示します。

show ipv6 mtu 宛先キャッシュごとの IPv6 MTU を表示します。

show ipv6 neighbors IPv6 ネイバ キャッシュ エントリを表示します。

show ipv6 ospf IPv6 の OSPF 情報を表示します。

show ipv6 prefix-list IPv6 プレフィクス リストを表示します。

show ipv6 protocols スイッチの IPv6 ルーティング プロトコルを表示します。

show ipv6 rip IPv6 RIP ルーティング プロトコル ステータスを表示します。

show ipv6 route IPv6 ルート テーブル エントリを表示します。

show ipv6 routers ローカル IPv6 ルータを表示します。

show ipv6 static IPv6 スタティック ルートを表示します。

show ipv6 traffic IPv6 トラフィックの統計情報を表示します。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122newft/122t/122t13/ipv6_vgf.htm 
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次に、show ipv6 cefイネーブル EXEC コマンドの出力例を示します。

Switch# show ipv6 cef
::/0
  nexthop 3FFE:C000:0:7::777 Vlan7
3FFE:C000:0:1::/64
  attached to Vlan1
3FFE:C000:0:1:20B:46FF:FE2F:D940/128
  receive
3FFE:C000:0:7::/64
  attached to Vlan7
3FFE:C000:0:7::777/128
  attached to Vlan7
3FFE:C000:0:7:20B:46FF:FE2F:D97F/128
  receive
3FFE:C000:111:1::/64
  attached to FastEthernet1/0/11
3FFE:C000:111:1:20B:46FF:FE2F:D945/128
  receive
3FFE:C000:168:1::/64
  attached to FastEthernet2/0/43
3FFE:C000:168:1:20B:46FF:FE2F:D94B/128
  receive
3FFE:C000:16A:1::/64
  attached to Loopback10
3FFE:C000:16A:1:20B:46FF:FE2F:D900/128
  receive

（テキスト出力は省略）

次に、show ipv6 protocolsイネーブル EXEC コマンドの出力例を示します。

Switch# show ipv6 protocols
IPv6 Routing Protocol is “connected”
IPv6 Routing Protocol is “static”
IPv6 Routing Protocol is “rip fer”
  Interfaces:
    Vlan6
    FastEthernet2/0/4
    FastEthernet2/0/11
    FastEthernet1/0/12
  Redistribution:
    None

次に、show ipv6 ripイネーブル EXEC コマンドの出力例を示します。

Switch# show ipv6 rip
RIP process "fer", port 521, multicast-group FF02::9, pid 190
     Administrative distance is 120. Maximum paths is 16
     Updates every 30 seconds, expire after 180
     Holddown lasts 0 seconds, garbage collect after 120
     Split horizon is on; poison reverse is off
     Default routes are not generated
     Periodic updates 9040, trigger updates 60
  Interfaces:
    Vlan6
    FastEthernet2/0/4
    FastEthernet2/0/11
    FastEthernet1/0/12
Redistribution:
    None
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次に、show ipv6 neighborイネーブル EXEC コマンドの出力例を示します。

Switch# show ipv6 neighbors
IPv6 Address                              Age Link-layer Addr State Interface
3FFE:C000:0:7::777                          - 0007.0007.0007  REACH Vl7
3FFE:C101:113:1::33                         - 0000.0000.0033  REACH Fa1/0/13

次に、show ipv6 staticイネーブル EXEC コマンドの出力例を示します。

Switch# show ipv6 static
IPv6 Static routes
Code: * - installed in RIB
* ::/0 via nexthop 3FFE:C000:0:7::777, distance 1

次に、show ipv6 routeイネーブル EXEC コマンドの出力例を示します。

Switch# show ipv6 route
IPv6 Routing Table - 21 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP
       U - Per-user Static route
       I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary
       O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
       ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
S   ::/0 [1/0]
     via 3FFE:C000:0:7::777
C   3FFE:C000:0:1::/64 [0/0]
     via ::, Vlan1
L   3FFE:C000:0:1:20B:46FF:FE2F:D940/128 [0/0]
     via ::, Vlan1
C   3FFE:C000:0:7::/64 [0/0]
     via ::, Vlan7
L   3FFE:C000:0:7:20B:46FF:FE2F:D97F/128 [0/0]
     via ::, Vlan7
C   3FFE:C000:111:1::/64 [0/0]
     via ::, FastEthernet1/0/11
L   3FFE:C000:111:1:20B:46FF:FE2F:D945/128 [0/0]
C   3FFE:C000:168:1::/64 [0/0]
     via ::, FastEthernet2/0/4
L   3FFE:C000:168:1:20B:46FF:FE2F:D94B/128 [0/0]
     via ::, FastEthernet2/0/4
C   3FFE:C000:16A:1::/64 [0/0]
     via ::, Loopback10
L   3FFE:C000:16A:1:20B:46FF:FE2F:D900/128 [0/0]
     via ::, Loopback10

（テキスト出力は省略）
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次に、show ipv6 trafficイネーブル EXEC コマンドの出力例を示します。

Switch# show ipv6 traffic
IPv6 statistics:
  Rcvd:  1 total, 1 local destination
         0 source-routed, 0 truncated
         0 format errors, 0 hop count exceeded
         0 bad header, 0 unknown option, 0 bad source
         0 unknown protocol, 0 not a router
         0 fragments, 0 total reassembled
         0 reassembly timeouts, 0 reassembly failures
  Sent:  36861 generated, 0 forwarded
         0 fragmented into 0 fragments, 0 failed
         0 encapsulation failed, 0 no route, 0 too big
         0 RPF drops, 0 RPF suppressed drops
  Mcast: 1 received, 36861 sent

ICMP statistics:
  Rcvd: 1 input, 0 checksum errors, 0 too short
        0 unknown info type, 0 unknown error type
        unreach: 0 routing, 0 admin, 0 neighbor, 0 address, 0 port
        parameter: 0 error, 0 header, 0 option
        0 hopcount expired, 0 reassembly timeout,0 too big
        0 echo request, 0 echo reply
        0 group query, 0 group report, 0 group reduce
        1 router solicit, 0 router advert, 0 redirects
        0 neighbor solicit, 0 neighbor advert
  Sent: 10112 output, 0 rate-limited
        unreach: 0 routing, 0 admin, 0 neighbor, 0 address, 0 port
        parameter: 0 error, 0 header, 0 option
        0 hopcount expired, 0 reassembly timeout,0 too big
        0 echo request, 0 echo reply
        0 group query, 0 group report, 0 group reduce
        0 router solicit, 9944 router advert, 0 redirects
        84 neighbor solicit, 84 neighbor advert

UDP statistics:
  Rcvd: 0 input, 0 checksum errors, 0 length errors
        0 no port, 0 dropped
  Sent: 26749 output

TCP statistics:
  Rcvd: 0 input, 0 checksum errors
  Sent: 0 output, 0 retransmitted
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37

IPv6 MLD スヌーピングの設定

アドバンスト IP サービス イメージが Catalyst 3750 スイッチにインストールされている場合、
Multicast Listener Discovery（MLD）スヌーピングを使用して、スイッチ ネットワーク内のクライア
ントおよびルータに IP バージョン 6（IPv6）マルチキャスト データを効率的に配信することができ
ます。特に明記しないかぎり、スイッチという用語はスタンドアロン スイッチおよびスイッチ ス
タックを意味します。

（注） IPv6 を使用するには、スイッチまたはスタック マスターがアドバンスト IP サービス イメージを実
行していて、スイッチにデュアル IPv4/IPv6 Switch Database Management（SDM; スイッチ データベー
ス管理）テンプレートが設定されている必要があります。テンプレートの選択は、sdm prefer
dual-ipv4-and-ipv6 {default | vlan} [desktop] グローバル コンフィギュレーション コマンドで行いま
す。

関連情報については、次の章を参照してください。

• SDM テンプレートの詳細については、第 8 章「SDM テンプレートの設定」を参照してください。

• スイッチでの IPv6 の設定については、第 36 章「IPv6 ユニキャスト ルーティングの設定」を参
照してください。

（注） この章で使用されるコマンドの構文および使用方法の詳細については、このリリースのコマンド リ
ファレンス、または手順で参照している Cisco IOS マニュアルを参照してください。

この章で説明する内容は、次のとおりです。

• MLD スヌーピングの概要（p.37-2）

• IPv6 MLD スヌーピングの設定（p.37-6）

• MLD スヌーピング情報の表示（p.37-13）
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MLD スヌーピングの概要
IP バージョン 4（IPv4）の場合、IP マルチキャスト デバイスに関連付けられたインターフェイスに
だけマルチキャスト トラフィックが転送されるように、レイヤ 2 インターフェイスを動的に設定す
ることで、レイヤ 2 スイッチは Internet Group Management Protocol（IGMP）スヌーピングを利用し
てマルチキャスト トラフィックのフラッディングを制限することができます。IPv6 では、MLD ス
ヌーピングが同様の機能を実行します。MLD スヌーピングにより IPv6 マルチキャスト データは、
VLAN 内のすべてのポートにフラッディングされることなく、データの受信先であるポートのリス
トに選択的に転送されます。このリストは IPv6 マルチキャスト制御パケットをスヌーピングする
ことにより作成されます。

MLD は、直接接続されているリンク上のマルチキャスト リスナー（IPv6 マルチキャスト パケット
の受信先であるノード）の検出、および近接ノードに送る必要があるマルチキャスト パケットの検
出のために、IPv6 マルチキャスト ルータによって使用されるプロトコルです。MLD は IGMP から
派生しており、MLD バージョン 1（MLDv1）は IGMPv2 と同等であり、MLD バージョン 2（MLDv2）
は IGMPv3 と同等です。MLD は Internet Control Message Protocol バージョン 6（ICMPv6）のサブプ
ロトコルであり、MLD メッセージは、先行する Next Header の 58 の値によって IPv6 パケットとし
て識別される、ICMPv6 メッセージのサブセットです。

このスイッチは次の 2 つのバージョンの MLD スヌーピングをサポートしています。

• MLDv1 スヌーピングは MLDv1 制御パケットを検出し、IPv6 宛先マルチキャスト アドレスに
基づいてトラフィックのブリッジングを設定します。

• MLDv2 基本スヌーピング（MBSS）は MLDv2 制御パケットを使用して、IPv6 宛先マルチキャ
スト アドレスに基づいてトラフィックの転送を設定します。

スイッチは MLDv1 プロトコルと MLDv2 プロトコルの両方をスヌーピングして、宛先 IPv6 マルチ
キャスト アドレスに基づいて IPv6 マルチキャスト データのブリッジングを行うことができます。

（注） このスイッチは、IPv6 の送信元と宛先のマルチキャスト アドレスに基づく転送を設定する、MLDv2
拡張スヌーピング（MESS）はサポートしていません。

MLD スヌーピングは VLAN 単位、またはグローバルにイネーブルまたはディセーブルにできます。
MLD スヌーピングがイネーブルにされると、VLAN 単位の IPv6 マルチキャスト MAC アドレス
テーブルがソフトウェア内で作成され、また VLAN 単位の IPv6 マルチキャスト アドレス テーブル
がソフトウェア内とハードウェア内で作成されます。その後、スイッチは IPv6 マルチキャスト ア
ドレスに基づくブリッジングをハードウェアで行います。

ここでは、IPv6 MLD スヌーピングのパラメータの一部を説明します。

• MLD メッセージ（p.37-3）

• MLD Query（p.37-3）

• マルチキャスト クライアント エージングの堅牢性（p.37-4）

• マルチキャスト ルータ ディスカバリ（p.37-4）

• MLD レポート（p.37-4）

• MLD Done メッセージと即時脱退（p.37-5）

• トポロジー変更通知の処理（p.37-5）

• スイッチ スタック内の MLD スヌーピング（p.37-5）
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MLD メッセージ
MLDv1 は次の 3 つのタイプのメッセージをサポートします。

• リスナー クエリーは IGMPv2 クエリーと同等であり、一般クエリーまたは 
Multicast-Address-Specific Query（MASQ）のいずれかです。

• マルチキャスト リスナー レポートは IGMPv2 レポートと同等です。

• Multicast Listener Done メッセージは IGMPv2 Leave メッセージと同等です。

MLDv2 は、MLDv2 クエリーおよびレポートのほか、MLDv1 レポートおよび Done メッセージもサ
ポートします。

メッセージ タイマーおよびメッセージの送受信の結果による状態遷移は IGMPv2 メッセージと同
一です。有効なリンクローカル IPv6 送信元アドレスを持っていない MLD メッセージは MLD ルー
タと MLD スイッチによって無視されます。

MLD Query
スイッチは MLD クエリーを送信し、IPv6 マルチキャスト アドレス データベースを構築し、MLD
グループ固有クエリーと、MLD グループおよび送信元固有クエリーを、MLD Done メッセージへの
応答として生成します。このスイッチはレポート抑制、レポート プロキシング、即時脱退機能、お
よびスタティック IPv6 マルチキャスト MAC アドレス設定もサポートします。

MLD スヌーピングがディセーブルにされると、すべての MLD クエリーは入力側 VLAN にフラッ
ディングされます。

MLD スヌーピングがイネーブルにされると、受信した MLD クエリーは入力側 VLAN にフラッディ
ングされ、クエリーのコピーが CPU に送られて処理されます。MLD スヌーピングは受信したクエ
リーから IPv6 マルチキャスト アドレス データベースを構築します。MLD スヌーピングは、マルチ
キャスト ルータ ポートを検出し、タイマーを管理し、レポート応答時間を設定し、VLAN のクエ
リア IP 送信元アドレスおよび VLAN 内のクエリア ポートを学習し、マルチキャスト アドレス エー
ジングを管理します。

（注） IPv6 マルチキャスト ルータが Catalyst 6500 スイッチで、拡張 VLAN（1006 ～ 4094 の範囲）を使用
している場合、Catalyst 3750 または Catalyst 3560 スイッチが VLAN 上でクエリーを受信できるよう
に、Catalyst 6500 スイッチの拡張 VLAN 上で IPv6 MLD スヌーピングをイネーブルにする必要があ
ります。通常範囲の VLAN（1 ～ 1005）では、Catalyst 6500 スイッチの VLAN 上で IPv6 MLD ス
ヌーピングをイネーブルにする必要はありません。

MLD スヌーピング データベース内にグループが存在する場合、スイッチは MLDv1 レポートを送
信してグループ固有クエリーに応答します。グループが不明の場合は、グループ固有クエリーは入

力側 VLAN にフラッディングされます。

ホストがマルチキャスト グループを脱退する場合、MLD Done メッセージ（IGMP Leave メッセー
ジに相当）を送信します。スイッチが MLDv1 Done メッセージを受信したときに、即時脱退がイ
ネーブルにされていない場合は、スイッチはメッセージを受信したポートに MASQ を送信し、そ
のポートに接続されている他のデバイスがマルチキャスト グループに残るべきかどうかを判断し
ます。
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マルチキャスト クライアント エージングの堅牢性
アドレスからのポートのメンバーシップの削除は、クエリーの数に基づいて行うように設定できま

す。ポートは、設定された数のクエリーが送信されたあとで、ポート上のアドレスにレポートが送

られなかった場合にのみ、アドレスへのメンバーシップから削除されます。デフォルト値は 2 です。

マルチキャスト ルータ ディスカバリ
IGMP スヌーピングと同様に、MLD スヌーピングもマルチキャスト ルータ ディスカバリを実行し
ます。MLD スヌーピングには次の特徴があります。

• ユーザによって設定されたポートは期限切れにはなりません。

• MLDv1 スヌーピング クエリーおよび IPv6 PIMv2 パケットによるダイナミックなポート学習

• 同一のレイヤ 2 インターフェイス上に複数のルータが存在する場合は、MLD スヌーピングは
そのポート上の単一のマルチキャスト ルータ（一番最後にルータ制御パケットを送信したルー
タ）のみを追跡します。

• ダイナミック マルチキャスト ルータ ポート エージングのデフォルト タイマーは 5 分です。
ポート上で 5 分間、制御パケットが受信されなかった場合、マルチキャスト ルータはルータ
ポート リストから削除されます。

• IPv6 マルチキャスト ルータ ディスカバリは、スイッチで MLD スヌーピングがイネーブルにさ
れている場合にのみ実行されます。

• 受信した IPv6 マルチキャスト ルータ制御パケットは、スイッチで MLD スヌーピングがイネー
ブルにされているかどうかにかかわらず、常に入力側 VLAN にフラッディングされます。

• 最初の IPv6 マルチキャスト ルータ ポートを検出したあとは、不明な IPv6 マルチキャスト デー
タは、検出されたルータ ポートにのみ転送されます（それ以前は、すべての IPv6 マルチキャ
スト データは入力側 VLAN にフラッディングされます）。

MLD レポート
MLDv1 join メッセージの処理は、基本的には IGMPv2 と同じです。VLAN 内で IPv6 マルチキャス
ト ルータが検出されない場合は、レポートは処理されず、スイッチから転送もされません。IPv6 マ
ルチキャスト ルータが検出され、MLDv1 レポートを受信した場合は、IPv6 マルチキャスト グルー
プ アドレスおよび IPv6 マルチキャスト MAC アドレスが VLAN MLD データベースに登録されま
す。その後は VLAN 内のそのグループへのマルチキャスト トラフィックは、このアドレスによっ
て転送されます。MLD スヌーピングがディセーブルにされると、レポートは入力側 VLAN にフラッ
ディングされます。

MLD スヌーピングがイネーブルにされると、MLD レポート抑制（リスナー メッセージ抑制）が自
動的にイネーブルになります。レポートを抑制した状態で、スイッチはグループで受信した最初の

MLDv1 レポートを IPv6 マルチキャスト ルータに転送します。以降、そのグループへのレポートは
ルータには送られません。MLD スヌーピングがディセーブルにされている場合、レポート抑制は
ディセーブルになり、すべての MLDv1 レポートが入力側 VLAN にフラッディングされます。

スイッチは MLDv1 プロキシ レポーティングもサポートしています。MLDv1 MASQ を受信すると、
スイッチは、グループがスイッチ内の別のポートに存在する場合、およびクエリーを受信したポー

トがそのアドレスの最後のメンバー ポートではない場合は、クエリーを受信したアドレスに対して
MLDv1 レポートで応答します。
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MLD Done メッセージと即時脱退
即時脱退機能がイネーブルの状態で、ホストが MLDv1 Done メッセージ（IGMP leave メッセージに
相当）を送信した場合、Done メッセージを受信したポートは即座にグループから削除されます。
VLAN 上で即時脱退（および IGMP スヌーピング）をイネーブルにする場合、ポートに単一のホス
トが接続されている VLAN でのみ、この機能を使用してください。ポートがグループの最後のメン
バーの場合はグループも削除され、検出された IPv6 マルチキャスト ルータに脱退情報が転送され
ます。

VLAN 内で即時脱退がイネーブルにされていなくて（同一ポート上のグループに複数のクライアン
トが存在する場合がこのケースにあてはまります）、Done メッセージをポートで受信した場合、そ
のポートで MASQ が生成されます。ユーザは、既存アドレスからポートのメンバーシップをいつ
削除するかを、MASQ の数によって制御することができます。ポートは、設定された数のクエリー
の送信後に、MLDv1 レポートがポート上のアドレスに送信されなかった場合、アドレスへのメン
バーシップから削除されます。

生成される MASQ の数は ipv6 mld snooping last-listener-query count グローバル コンフィギュレー
ション コマンドで設定します。デフォルト値は 2 です。

MASQ は、Done メッセージを受信した IPv6 マルチキャスト アドレスに送られます。スイッチの最
大応答時間内に MASQ で指定された IPv6 マルチキャスト アドレスにレポートが送信されなかった
場合、MASQ を受信したポートは IPv6 マルチキャスト データベースから削除されます。最大応答
時間は ipv6 mld snooping last-listener-query-interval グローバル コンフィギュレーション コマンド
で設定します。削除されたポートがマルチキャスト アドレスの最後のメンバーである場合、マルチ
キャスト アドレスも削除され、スイッチはアドレス脱退情報をすべての検出済みマルチキャスト
ルータに送信します。

トポロジー変更通知の処理

ipv6 mld snooping tcn query solicit  グローバル コンフィギュレーション コマンドでトポロジー変更
通知（TCN）送信要求をイネーブルにした場合、MLDv1 スヌーピングは、選択されたポートのみ
にマルチキャスト データの送信を開始する前に、設定された数の MLDv1 クエリーの送信により、
すべての IPv6 マルチキャスト トラフィックをフラッディングするよう、VLAN を設定します。こ
の値は ipv6 mld snooping tcn flood query count グローバル コンフィギュレーション コマンドで設定
します。デフォルトでは 2 つのクエリーを送信します。スイッチは、VLAN 内で STP ルートになっ
た場合、またはユーザによって設定された場合には、有効なリンクローカル IPv6 送信元アドレス
を含む MLDv1 global Done メッセージも生成します。これは IGMP スヌーピングと同様です。

スイッチ スタック内の MLD スヌーピング 
スイッチが IPv6 マルチキャスト グループを学習したかどうかには関係なく、MLD IPv6 グループお
よび MAC アドレス データベースはスタック内のすべてのスイッチ上で保持されます。レポート抑
制およびプロキシ レポーティングはスタック全体で実行されます。スイッチがレポートを受信した
かどうかには関係なく、最大応答時間の間にグループに対して受信された 1 つのレポートのみがマ
ルチキャスト ルータに転送されます。

新しいスタック マスターの選出は IPv6 マルチキャスト データの学習またはブリッジングには影響
せず、スタック マスターの再選出の間も IPv6 マルチキャスト データのブリッジングは停止しませ
ん。新しいスイッチがスタックに追加されると、スタック マスターから学習した IPv6 マルチキャ
スト 情報との同期が取られます。同期が完了するまで、新しく追加されたスイッチに入力された
データは不明なマルチキャスト データとして扱われます。
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IPv6 MLD スヌーピングの設定
ここでは、IPv6 MLD スヌーピングの設定方法を説明します。

• MLD スヌーピングのデフォルト設定（p.37-6）

• MLD スヌーピング設定時の注意事項（p.37-7）

• MLD スヌーピングのイネーブル化またはディセーブル化（p.37-7）

• スタティック マルチキャスト グループの設定（p.37-8）

• マルチキャスト ルータ ポートの設定（p.37-9）

• MLD 即時脱退のイネーブル化（p.37-10）

• MLD スヌーピング クエリーの設定（p.37-10）

• MLD リスナー メッセージ抑制のディセーブル化（p.37-12）

MLD スヌーピングのデフォルト設定
表 37-1に、MLD スヌーピングのデフォルト設定を示します。

表 37-1 MLD スヌーピングのデフォルト設定

機能 デフォルト設定

MLD スヌーピング（グローバル） ディセーブル

MLD スヌーピング（VLAN 単位） イネーブル。VLAN MLD スヌーピングを使用するには、
MLD スヌーピングがグローバルにイネーブルになってい
ることが必要です。

IPv6 マルチキャスト アドレス 設定なし

IPv6 マルチキャスト ルータ ポート 設定なし

MLD スヌーピング即時脱退 ディセーブル

MLD スヌーピングの堅牢性の変数 グローバル：2。VLAN 単位：0

（注） VLAN 値はグローバル設定を上書きします。VLAN
値が 0 の場合、VLAN はグローバル カウントを使
用します。

最終リスナー クエリー カウント グローバル：2。VLAN 単位：0

（注） VLAN 値はグローバル設定を上書きします。VLAN
値が 0 の場合、VLAN はグローバル カウントを使
用します。

最終リスナー クエリー インターバル グローバル：1000（1 秒）。VLAN：0

（注） VLAN 値はグローバル設定を上書きします。VLAN
値が 0 の場合、VLAN はグローバル カウントを使
用します。

TCN クエリー送信請求 ディセーブル

TCN クエリー カウント 2

MLD リスナー抑制 ディセーブル
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MLD スヌーピング設定時の注意事項
MLD スヌーピングを設定する際には、次の注意事項に留意してください。

• MLD スヌーピングの詳細はいつでも設定できますが、設定を有効にするには、ipv6 mld 
snooping グローバル コンフィギュレーション コマンドで MLD スヌーピングをグローバルに
イネーブルにする必要があります。

• IPv6 マルチキャスト ルータが Catalyst 6500 スイッチで、拡張 VLAN（1006 ～ 4094 の範囲）を
使用している場合、Catalyst 3750 または Catalyst 3560 スイッチが VLAN 上でクエリーを受信で
きるよう、Catalyst 6500 スイッチの拡張 VLAN 上で IPv6 MLD スヌーピングがイネーブルにす
る必要があります。通常範囲の VLAN（1 ～ 1005）では、Catalyst 6500 スイッチの VLAN 上で
IPv6 MLD スヌーピングをイネーブルにする必要はありません。

• MLD スヌーピングと IGMP スヌーピングは互いに独立して動作します。両方の機能をスイッ
チ上で同時にイネーブルにできます。

• スイッチまたはスイッチ スタックに保持可能なマルチキャスト エントリの最大数は、設定さ
れた SDM テンプレートによって決まります。

• スイッチ スタックに保持可能なアドレス エントリの最大数は 1000 です。

MLD スヌーピングのイネーブル化またはディセーブル化
デフォルトでは、IPv6 MLD スヌーピングは、スイッチ上でグローバルにディセーブルにされてい
て、すべての VLAN でイネーブルにされています。MLD スヌーピングがグローバルにディセーブ
ルになっていると、すべての VLAN でディセーブルになります。MLD スヌーピングをグローバル
にイネーブルにすると、VLAN 設定がグローバル設定を上書きします。つまり、MLD スヌーピン
グはデフォルト状態（イネーブル）の VLAN インターフェイス上でのみイネーブルになります。

MLD スヌーピングは VLAN 単位、または VLAN の範囲に対してイネーブルまたはディセーブルに
できますが、グローバルにディセーブルにすると、すべての VLAN でディセーブルになります。グ
ローバル スヌーピングがイネーブルの場合、VLAN スヌーピングをイネーブルまたはディセーブル
のいずれにも設定できます。

スイッチ上で MLD スヌーピングをグローバルにイネーブルにするには、イネーブル EXEC モード
で次の手順を実行します。

スイッチ上で MLD スヌーピングをグローバルにディセーブルにするには、no ipv6 mld snooping グ
ローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

VLAN 上で MLD スヌーピングをイネーブルにするには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実
行します。

（注） IPv6 マルチキャスト ルータが Catalyst 6500 スイッチで、拡張 VLAN（1006 ～ 4094 の範囲）を使用
している場合、Catalyst 3750 または Catalyst 3560 スイッチが VLAN 上でクエリーを受信できるよう
に、Catalyst 6500 スイッチの拡張 VLAN 上で IPv6 MLD スヌーピングをイネーブルにする必要があ
ります。通常範囲の VLAN（1 ～ 1005）では、Catalyst 6500 スイッチの VLAN 上で IPv6 MLD ス
ヌーピングをイネーブルにする必要はありません。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 ipv6 mld snooping スイッチ上で MLD スヌーピングをグローバルにイネーブルにします。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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VLAN インターフェイスで MLD スヌーピングをディセーブルにするには、指定された VLAN 番号
に対して no ipv6 mld snooping vlan vlan-id  グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用し
ます。

スタティック マルチキャスト グループの設定
ホストまたはレイヤ 2 ポートは、通常はマルチキャストグループにダイナミックに参加しますが、
IPv6 マルチキャスト アドレスと VLAN のメンバー ポートをスタティックに設定することもできま
す。

マルチキャスト グループのメンバーとしてレイヤ 2 ポートを追加するには、イネーブル EXEC モー
ドで次の手順を実行します。

マルチキャスト グループからレイヤ 2 ポートを削除するには、no ipv6 mld snooping vlan vlan-id
static mac-address interface interface-id  グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。
すべてのメンバー ポートがグループから削除されると、グループは削除されます。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 ipv6 mld snooping スイッチ上で MLD スヌーピングをグローバルにイネーブルにしま
す。

ステップ 3 ipv6 mld snooping vlan vlan-id VLAN 上で MLD スヌーピングをイネーブルにします。VLAN ID の
範囲は 1 ～ 1001 および 1006 ～ 4094 です。

（注） VLAN スヌーピングをイネーブルにするには、MLD スヌー
ピングをグローバルにイネーブルにする必要があります。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 ipv6 mld snooping vlan vlan-id static 
ipv6_multicast_address interface 
interface-id 

レイヤ 2 ポートをマルチキャスト グループのメンバーとして、
マルチキャスト グループにスタティックに設定します。

• vlan-idは、マルチキャスト グループ VLAN ID です。VLAN
ID の範囲は、1 ～ 1001 および 1006 ～ 4094 です。

• ipv6_multicast_address は、128 ビット グループ IPv6 アドレ
スです。RFC 2373 で指定された形式にします。

• interface-id は、メンバー ポートです。物理インターフェイ
スまたはポート チャネル（1 ～ 48）に設定できます。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show ipv6 mld snooping multicast-address 
user 
または

show ipv6 mld snooping multicast-address 
vlan vlan-id user

スタティック メンバー ポートおよび IPv6 アドレスを確認しま
す。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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次に、IPv6 マルチキャスト グループをスタティックに設定する例を示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# ipv6 mld snooping vlan 2 static FF12::3 interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config)# end

マルチキャスト ルータ ポートの設定
MLD スヌーピングは MLD クエリーと PIMv6 クエリーを通じてルータ ポートを学習しますが、コ
マンドライン インターフェイス（CLI）を使用して、マルチキャスト ルータ ポートを VLAN に追
加することもできます。マルチキャスト ルータ ポートを追加するには、（マルチキャスト ルータに
スタティック接続を追加する）スイッチ上で ipv6 mld snooping vlan mrouter グローバル コンフィ
ギュレーション コマンドを使用します。 

（注） マルチキャスト ルータへのスタティック接続は、スイッチ ポートだけでサポートされます。

VLAN にマルチキャスト ルータ ポートを追加するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実
行します。

VLAN からマルチキャスト ルータ ポートを削除するには、no ipv6 mld snooping vlan vlan-id mrouter
interface interface-id グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

次に、マルチキャスト ルータ ポートを VLAN 200 に追加する例を示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# ipv6 mld snooping vlan 200 mrouter interface gigabitethernet1/0/2
Switch(config)# exit

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 ipv6 mld snooping vlan vlan-id mrouter 
interface interface-id

マルチキャスト ルータの VLAN ID およびそのマルチキャスト
ルータに対するインターフェイスを指定します。

• VLAN ID の範囲は 1 ～ 1001 および 1006 ～ 4094 です。

• インターフェイスは物理インターフェイスまたはポート

チャネルに設定できます。ポート チャネルの範囲は 1 ～ 48
です。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show ipv6 mld snooping mrouter [vlan 
vlan-id]

VLAN インターフェイスで IPv6 MLD スヌーピングがイネーブ
ルになっていることを確認します。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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MLD 即時脱退のイネーブル化
MLDv1 即時脱退をイネーブルにすると、スイッチはポートで MLD Done メッセージを検出すると、
即座にそのポートをマルチキャスト グループから削除します。即時脱退機能を使用するのは、
VLAN の各ポートにレシーバーが 1 つ存在する場合だけにします。同一ポート上のマルチキャスト
グループに複数のクライアントが存在する場合、VLAN 内で即時脱退をイネーブルにしないでくだ
さい。

MLDv1 即時脱退をイネーブルにするには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

VLAN 上で MLD 即時脱退をディセーブルにするには、no ipv6 mld snooping vlan vlan-id 
immediate-leave グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

次に、VLAN 130 で MLD 即時脱退をイネーブルにする例を示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# ipv6 mld snooping vlan 130 immediate-leave
Switch(config)# exit

MLD スヌーピング クエリーの設定
即時脱退がイネーブルにされていない状態で、ポートが MLD Done メッセージを受信した場合、ス
イッチはポート上で MASQ を生成し、Done メッセージを受信した IPv6 マルチキャスト アドレス
に送信します。送信される MASQ の数、およびスイッチがポートをマルチキャスト グループから
削除するまでの応答待機時間を任意に設定できます。

スイッチまたは VLAN に対して MLD スヌーピング クエリーの特性を設定するには、イネーブル
EXEC モードで次の手順を実行します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 ipv6 mld snooping vlan vlan-id 
immediate-leave

VLAN インターフェイス上で MLD 即時脱退をイネーブルにしま
す。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show ipv6 mld snooping vlan vlan-id VLAN インターフェイス上で IGMP 即時脱退がイネーブルに
なっていることを確認します。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 ipv6 mld snooping robustness-variable value（任意）スイッチが、一般クエリーに応答しないリスナー（ポー
ト）を削除するまでに送信されるクエリーの数を設定します。

範囲は 1 ～ 3 で、デフォルトは 2 です。

ステップ 3 ipv6 mld snooping vlan vlan-id 
robustness-variable value

（任意）堅牢性の変数を VLAN ベースで設定します。これによ
り、MLD レポート応答がない場合にマルチキャスト アドレス
が期限切れになるまでに MLD スヌーピングが送信する一般ク
エリーの数が決まります。範囲は 1 ～ 3 で、デフォルトは 0 で
す。0 に設定した場合、グローバルな堅牢性の変数値が使用さ
れます。

ステップ 4 ipv6 mld snooping last-listener-query-count 
count

（任意）MLD クライアントが期限切れになるまでにスイッチが
送信する MASQ の数を設定します。範囲は 1 ～ 7 で、デフォ
ルトは 2 です。クエリーは 1 秒間隔で送信されます。
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次に、MLD スヌーピング グローバル堅牢性変数を 3 に設定する例を示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# ipv6 mld snooping robustness-variable 3
Switch(config)# exit

次に、VLAN の MLD スヌーピング最終リスナー クエリー カウントを 3 に設定する例を示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# ipv6 mld snooping vlan 200 last-listener-query-count 3
Switch(config)# exit

次に、MLD スヌーピング最終リスナー クエリー インターバル（最大応答時間）を 2000（2 秒）に
設定する例を示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# ipv6 mld snooping last-listener-query-interval 2000
Switch(config)# exit

ステップ 5 ipv6 mld snooping vlan vlan-id 
last-listener-query-count count

（任意）最終リスナー クエリー カウントを VLAN 単位で設定
します。この値はグローバルに設定された値を上書きします。

範囲は 1 ～ 7 で、デフォルトは 0 です。0 に設定した場合、グ
ローバル カウント値が使用されます。クエリーは 1 秒間隔で
送信されます。

ステップ 6 ipv6 mld snooping 
last-listener-query-interval interval

（任意）スイッチがポートをマルチキャスト グループから削除
する前に、MASQ 送信後に応答を待機する時間を設定します。
範囲は 100 ～ 32,768 ミリ秒です。デフォルト値は 1000（1 秒）
です。

ステップ 7 ipv6 mld snooping vlan vlan-id 
last-listener-query-interval interval

（任意）最終リスナー クエリー インターバルを VLAN 単位で
設定します。この値はグローバルに設定された値を上書きしま

す。範囲は 0 ～ 32,768 ミリ秒です。デフォルト値は 0 です。0
に設定した場合、グローバル最終リスナー クエリー インター
バルが使用されます。

ステップ 8 ipv6 mld snooping tcn query solicit （任意）Topology Change Notification（TCN; トポロジー変更通
知）送信請求をイネーブルにします。これは受信を要求した

ポートのみにマルチキャスト データを送信する前に、設定さ
れた数のクエリーが送信される間、IPv6 マルチキャスト トラ
フィックすべてが VLAN にフラッディングされることを意味
します。デフォルトはディセーブルです。

ステップ 9 ipv6 mld snooping tcn flood query count 
count

（任意）TCN がイネーブルの場合、送信される TCN クエリー
の数を指定します。範囲は 1 ～ 10 です。デフォルト値は 2 です。

ステップ 10 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 11 show ipv6 mld snooping querier [vlan 
vlan-id]

（任意）スイッチまたは VLAN の MLD スヌーピング クエリア
情報を確認します。

ステップ 12 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明
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MLD リスナー メッセージ抑制のディセーブル化
MLD スヌーピング リスナー メッセージ抑制はデフォルトでイネーブルにされています。この機能
をイネーブルにすると、スイッチはマルチキャスト ルータ クエリーごとに 1 つの MLD レポートの
みを転送します。メッセージ抑制がディセーブルの場合は、複数の MLD レポートがマルチキャス
ト ルータに転送される可能性があります。

MLD リスナー メッセージ抑制をディセーブルにするには、イネーブル EXEC モードで次の手順を
実行します。

MLD メッセージ抑制を再びイネーブルにするには、ipv6 mld snooping listener-message-suppression
グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 no ipv6 mld snooping 
listener-message-suppression 

MLD メッセージ抑制をディセーブルにします。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show ipv6 mld snooping IPv6 MLD スヌーピング レポート抑制がディセーブルであるこ
とを確認します。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。



第 37章      IPv6 MLD スヌーピングの設定
MLD スヌーピング情報の表示

37-13
Catalyst 3750 スイッチ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

78-16180-06-J

MLD スヌーピング情報の表示
ダイナミックに学習された、あるいはスタティックに設定されたルータ ポートおよび VLAN イン
ターフェイスの MLD スヌーピング情報を表示できます。MLD スヌーピング用に設定した VLAN の
MAC アドレス マルチキャスト エントリも表示できます。

MLD スヌーピング情報を表示するには、表 37-2に示す 1 つまたは複数のイネーブル EXEC コマン
ドを使用します。

表 37-2 MLD スヌーピング情報を表示するためのコマンド

コマンド 説明

show ipv6 mld snooping [vlan vlan-id] スイッチのすべての VLAN または指定された VLAN の MLD スヌーピン
グ設定情報を表示します。

（任意）単一の VLAN に関する情報を表示するには、vlan vlan-id を使用
します。VLAN ID の範囲は 1 ～ 1001 および 1006 ～ 4094 です。

show ipv6 mld snooping mrouter [vlan vlan-id] ダイナミックに学習された、または手動で設定されたマルチキャスト

ルータ インターフェイスに関する情報を表示します。MLD スヌーピン
グをイネーブルにすると、スイッチはマルチキャスト ルータの接続先で
あるインターフェイスを自動的に学習します。これらはダイナミックに

学習されたインターフェイスです。

（任意）単一の VLAN に関する情報を表示するには、vlan vlan-id を使用
します。VLAN ID の範囲は 1 ～ 1001 および 1006 ～ 4094 です。

show ipv6 mld snooping querier [vlan vlan-id] VLAN で最後に受信した MLD クエリー メッセージについての IPv6 アド
レスおよび着信ポートに関する情報を表示します。

（任意）単一の VLAN の情報を表示するには、vlan vlan-id を使用します。
VLAN ID の範囲は 1 ～ 1001 および 1006 ～ 4094 です。

show ipv6 mld snooping multicast-address [vlan 
vlan-id] [count | dynamic | user]

スイッチまたは VLAN の、すべての IPv6 マルチキャスト アドレス情報
または特定の IPv6 マルチキャスト アドレス情報を表示します。

• スイッチまたは VLAN のグループ カウントを表示するには、count
を使用します。

• スイッチまたは VLAN の MLD スヌーピング学習グループ情報を表
示するには、dynamic を使用します。

• スイッチまたは VLAN の MLD スヌーピング ユーザ定義グループ情
報を表示するには、user を使用します。

show ipv6 mld snooping multicast-address vlan 
vlan-id [ipv6-multicast-address]

指定された VLAN および IPv6 マルチキャスト アドレスに対する MLD
スヌーピングを表示します。
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38

IPv6 ACL の設定

アドバンスト IP サービス イメージを Catalyst 3750 スイッチにインストールしている場合、IP バー
ジョン 4（IPv4）名前付き Access Control List（ACL; アクセス制御リスト）を作成および適用するの
と同様に、IPv6 ACL を作成してインターフェイスに適用すると、IP バージョン 6（IPv6）トラフィッ
クをフィルタリングできます。ここでは、スイッチ上で IPv6 ACL を設定する方法を説明します。
特に明記しないかぎり、スイッチという用語はスタンドアロン スイッチおよびスイッチ スタック
を意味します。

（注） IPv6 を使用するには、スイッチまたはスタック マスターでアドバンスト IP サービス イメージを実
行し、スイッチにデュアル IPv4/IPv6 Switch Database Management（SDM; スイッチ データベース管
理）テンプレートを設定する必要があります。テンプレートの選択は、sdm prefer dual-ipv4-and-ipv6
{default | vlan} [desktop] グローバル コンフィギュレーション コマンドで行います。

関連情報については、次の章を参照してください。

• SDM テンプレートの詳細については、第 8 章「SDM テンプレートの設定」を参照してください。

• スイッチ上の IPv6 の設定については、第 36 章「IPv6 ユニキャスト ルーティングの設定」を参
照してください。

• スイッチ上の ACL の設定については、第 32 章「ACL によるネットワーク セキュリティの設
定」を参照してください。

（注） この章で使用されるコマンドの構文および使用方法の詳細については、このリリースのコマンド リ
ファレンス、または手順で参照している Cisco IOS マニュアルを参照してください。

この章で説明する内容は、次のとおりです。

• IPv6 ACL の概要（p.38-2）

• IPv6 ACL の設定（p.38-4）

• IPv6 ACL の表示（p.38-9）
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IPv6 ACL の概要
このスイッチは 2 つのタイプの IPv6 ACL をサポートしています。

• IPv6 ルータ ACL は、レイヤ 3 インターフェイスの発信または着信トラフィックに対してサポー
トされます。レイヤ 3 インターフェイスには、ルーテッド ポート、Switch Virtual Interfaces（SVI;
スイッチ仮想インターフェイス）、またはレイヤ 3 EtherChannel があります。IPv6 ルータ ACL
は、ルーティングされた IPv6 パケットに対してのみ適用されます。

• IPv6 ポート ACL は、レイヤ 2 インターフェイスの着信トラフィックに対してのみサポートさ
れます。IPv6 ポート ACL は、インターフェイスで受信されるすべての IPv6 パケットに適用さ
れます。

このスイッチは IPv6 トラフィックに対する VLAN ACL（VLAN マップ）はサポートしていません。

（注） スイッチ上の ACL サポートの詳細については、第 32 章「ACL によるネットワーク セキュリティ
の設定」を参照してください。

インターフェイスには、IPv4 ACL と IPv6 ACL の両方を適用できます。

IPv4 ACL と同様、IPv6 ポート ACL はルータ ACL よりも優先されます。

• SVI に入力ルータ ACL と入力ポート ACL が存在する場合、ポート ACL が適用されたポートで
受信したパケットは、ポート ACL によってフィルタリングされます。その他のポートで受信
したルーテッド IP パケットは、ルータ ACL によってフィルタリングされます。その他のパケッ
トはフィルタリングされません。

• SVI に出力ルータ ACL と入力ポート ACL が存在する場合、ポート ACL が適用されたポートで
受信したパケットは、ポート ACL によってフィルタリングされます。送信されるルーテッド
IPv6 パケットは、ルータ ACL によってフィルタリングされます。その他のパケットはフィル
タリングされません。

（注） いずれかのポート ACL（IPv4、IPv6、または MAC）がインターフェイスに適用された場合、その
ポート ACL がパケットのフィルタリングに使用され、ポート VLAN の SVI に適用されたルータ
ACL はすべて無視されます。

ここでは、スイッチの IPv6 ACL の特性を説明します。

• サポートされる ACL 機能（p.38-2）

• IPv6 ACL の制限事項（p.38-3）

• IPv6 ACL とスイッチ スタック（p.38-3）

サポートされる ACL 機能
このスイッチの IPv6 ACL には次の特性があります。

• 分割されたフレーム（IPv4 と同様の fragments キーワード）がサポートされます。

• IPv4 でサポートされている同一の統計情報が IPv6 ACL でもサポートされます。

• スイッチが TCAM スペースを使い果たした場合、ACL ラベルに関連付けられたパケットは
CPU に転送され、ソフトウェアで ACL が適用されます。

• hop-by-hop オプション付きのルーテッド パケットまたはブリッジド パケットの場合、ソフト
ウェアで IPv6 ACL が適用されます。
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• ロギングはルータ ACL にはサポートされますが、ポート ACL にはサポートされません。

IPv6 ACL の制限事項
IPv4 の場合、標準番号付き ACL、拡張番号付き ACL、名前付き ACL、および MAC ACL を設定で
きます。IPv6 の場合は、名前付き ACL のみがサポートされます。

スイッチは、いくつかの例外を除き、Cisco IOS をサポートするほとんどの IPv6 ACL に対応してい
ます。

• IPv6 の送信元アドレスと宛先アドレス ― ACL の照合は、Extended Universal Identifier（EUI）-64
形式の、/0 ～ /64 のプレフィクスおよびホスト アドレス（/128）のみでサポートされます。ス
イッチは、次の情報を持つホスト アドレスのみをサポートします。

－ 集約可能なグローバル ユニキャスト アドレス

－ リンク ローカル アドレス

• flowlabel キーワード、routing header キーワード、および undetermined-transport キーワード
での照合はサポートされません。

• 再帰 ACL（reflect キーワード）はサポートされません。

• このリリースでは、IPv6 へのポート ACL とルータ ACL のみがサポートされ、VLAN ACL
（VLAN マップ）はサポートされません。

• MAC ベース ACL は、IPv6 フレームでは適用されません。

• IPv6 ポート ACL をレイヤ 2 EtherChannel に適用することはできません。

• このリリースの IPv6 ACL は、拡張 IP サービス イメージを稼働するスイッチ スタックのみで
サポートされます。

• ACL を設定する際は、プラットフォームでサポートされているかどうかにかかわらず、ACL に
キーワードを無制限に入力できます。ハードウェア転送を必要とするインターフェイス（物理

ポートまたは SVI）に ACL を適用する際は、スイッチはそのインターフェイスで ACL をサポー
トできるかどうかを判断するためのチェックを行います。サポートできない場合は、ACL を適
用することはできません。

• ACL がインターフェイスに適用され、サポートされていないキーワードで ACE を追加しよう
とすると、スイッチは、現在インターフェイスに適用されている ACL に ACE の追加を行なう
ことを許可しません。

IPv6 ACL とスイッチ スタック
スタック マスターは IPv6 ACL をハードウェアでサポートし、IPv6 ACL をスタック メンバーに配
信します。

（注） スイッチ スタック内で IPv6 を機能させるには、すべてのスタック メンバーでアドバンスト IP サー
ビス イメージを実行している必要があります。

新しいスイッチがスタック マスターを引き継ぐと、ACL 設定がすべてのスタック メンバーに配信
されます。メンバー スイッチは、新しいスタック マスターによって配信された設定を同期し、不
要なエントリを消去します。

ACL の修正、インターフェイスへの適用、またはインターフェイスからの解除が行われると、ス
タック マスターは変更内容をすべてのスタック メンバーに配信します。
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IPv6 ACL の設定
IPv6 ACL を設定する前に、デュアル IPv4/IPv6 SDM テンプレートを選択する必要があります。ルー
タ ACL を設定する場合は、スイッチ スタックで IPv6 ルーティングもイネーブルにする必要があり
ます。

IPv6 トラフィックをフィルタリングするには、次の手順を実行します。

ステップ 1 IPv6 ACL を作成し、IPv6 アクセス リスト コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 トラフィックのブロック（拒否）または通過（許可）のために IPv6 ACL を設定します。

ステップ 3 IPv6 ACL をインターフェイスに適用します。ルータ ACL の場合は、ACL を適用するレイヤ 3 イン
ターフェイスに IPv6 アドレスも設定します。

ここでは、IPv6 ACL を設定し、適用する方法を説明します。

• IPv6 ACL のデフォルト設定（p.38-4）

• 他の機能との相互作用（p.38-4）

• IPv6 ACL の作成（p.38-5）

• インターフェイスへの IPv6 ACL の適用（p.38-7）

IPv6 ACL のデフォルト設定
デフォルトでは、IPv6 ACL の設定または適用は行われません。

他の機能との相互作用

IPv6 ACL の設定は、他の機能またはスイッチの特性と次のように相互作用します。

• パケットを拒否するために IPv6 ルータ ACL を設定すると、拒否されたパケットはルーティン
グされません。そのフレームに対して ICMP unreachable メッセージを生成するために、パケッ
トのコピーが Internet Control Message Protocol（ICMP）キューに送られます。

• ブリッジド フレームがポート ACL によって破棄される場合、そのフレームはブリッジ処理さ
れません。

• スタック上に IPv4 ACL と IPv6 ACL の両方を作成し、両方の ACL を同一のインターフェイス
に適用することができます。各 ACL には一意の名前を付ける必要があり、すでに設定済みの
名前を使用しようとするとエラー メッセージが表示されます。

IPv4 と IPv6 の ACL を作成する場合、同一のレイヤ 2 またはレイヤ 3 インターフェイスに適用
するときには、異なるコマンドを使用します。ACL を適用する際に不適切なコマンドを使用す
ると（IPv6 ACL を適用するために IPv4 コマンドを使用した場合など）、エラー メッセージが
表示されます。

• MAC ACL は IPv6 フレームのフィルタリングには使用できません。MAC ACL は非 IP フレーム
のフィルタリングのみに使用できます。

• TCAM が満杯の場合、追加設定された ACL とパケットは CPU に転送され、ACL はソフトウェ
アで適用されます。
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IPv6 ACL の作成
IPv6 ACL を作成するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 ipv6 access-list access-list-name 名前を使用して IPv6 アクセス リストを定義し、IPv6 アクセス リ
スト コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 3a deny | permit protocol 
{source-ipv6-prefix/prefix-length | any | 
host source-ipv6-address} [operator 
[port-number]] 
{destination-ipv6-prefix/prefix-length | 
any | host destination-ipv6-address} 
[operator [port-number]] [dscp value] 
[fragments] [log] [log-input] [sequence 
value] [time-range name]

条件が一致した場合にパケットを拒否するか許可するかを指定す

るため、denyまたは permitを入力します。このコマンドには次の
条件があります。

• protocolには、インターネット プロトコルの名前または番号を
入力します。ahp、esp、icmp、ipv6、pcp、stcp、tcp、または
udp、または IPv6 プロトコル番号を示す 0 ～ 255 の範囲の整
数です。

（注） ICMP、TCP、および UDP に対する追加の固有パラメータ
については、手順 3b ～ 3d を参照してください。

• source-ipv6-prefix/prefix-length または 
destination-ipv6-prefix/prefix-length は、拒否または許可条件の設
定対象となる、送信元または宛先 IPv6 ネットワークまたは
ネットワークのクラスで、コロンで区切られた 16 進数表記の
16 ビット値（RFC 2373 参照）で指定されます。

（注） CLI ヘルプでは、プレフィクス長の範囲は /0 ～ /128 と表
示されますが、スイッチは /0 ～ /64 の範囲のプレフィクス
に対応する IPv6 アドレス、および集約グローバル ユニ
キャストとリンクローカル ホスト アドレス用の EUI ベー
ス /128 プレフィクスのみをサポートします。

• IPv6 プレフィクス ::/0 の省略形として、any を使用できます。

• host source-ipv6-address または destination-ipv6-address には、コ
ロンで区切られた 16 進数表記の 16 ビット値で指定された、拒
否または許可条件の設定対象となる、送信元または宛先 IPv6
ホスト アドレスを入力します。

• （任意）operator には、指定されたプロトコルの送信元または
宛先ポートを比較するオペランドを指定します。使用可能なオ

ペランドは lt（より小さい）、gt（より大きい）、eq（等しい）、
neq（等しくない）、および range です。

source-ipv6-prefix/prefix-length 引数のあとに演算子が続く場合
は、送信元ポートと一致する必要があります。destination-ipv6-
prefix/prefix-length 引数のあとに演算子が続く場合は、宛先ポー
トと一致する必要があります。

• （任意）port-number は、0 ～ 65535 の範囲の 10 進数、または
TCP ポートまたは UDP ポートの名前です。TCP ポート名は
TCP をフィルタリングする場合にのみ使用できます。UDP
ポート名は UDP をフィルタリングする場合にのみ使用できま
す。
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ステップ3a
（続き）

• （任意）各 IPv6 パケット ヘッダーの Traffic Class フィールド内
のトラフィック クラス値と、Differentiated Services（DiffServ;
差別化サービス）コード ポイント値を照合するには、dscp value
を入力します。指定できる範囲は 0 ～ 63 です。

• （任意）先頭以外のフラグメントをチェックするには、
fragments  を入力します。このキーワードは、プロトコルが
ipv6 の場合にのみ使用できます。

• （任意）エントリと一致するパケットに関するロギング メッ
セージをコンソールに送信するには、log を指定します。ログ
エントリに入力インターフェイスを含めるには、log-input を
入力します。ロギングはルータ ACL に対してのみサポートさ
れます。

• （任意）アクセス リストのステートメントへのシーケンス番号
を指定するには、 sequence value を入力します。指定できる範
囲は 1 ～ 4294967295 です。

• （任意）deny または permit ステートメントに適用される時間範
囲を指定するには、 time-range name を入力します。

ステップ 3b deny | permit tcp 
{source-ipv6-prefix/prefix-length | any | 
host source-ipv6-address} [operator 
[port-number]] {destination-ipv6- 
prefix/prefix-length | any | host 
destination-ipv6-address} [operator 
[port-number]] [ack] [dscp value] 
[established] [fin] [log] [log-input] [neq 
{port | protocol}] [psh] [range {port | 
protocol}] [rst] [sequence value] [syn] 
[time-range name] [urg] 

（任意）TCP アクセス リストおよびアクセス条件を定義します。

TCP の場合は tcpを入力します。パラメータはステップ 3a で説明
するパラメータと同じで、ほかにも以下の任意のパラメータを使

用できます。

• ack ― 応答確認ビット セット

• established ― 確立された接続。TCP データグラムに ACK また
は RST ビット セットが含まれる場合、照合が行われます。

• fin ― 完了ビット セット。送信者からのデータはこれで終わり
です。

• neq {port | protocol} ― 指定されたポート番号以外のポート上
のパケットのみ照合

• psh ― プッシュ機能ビット セット

• range {port | protocol} ― 指定されたポート番号範囲内のパ
ケットのみ照合

• rst ― リセット ビット セット

• syn ― 同期ビット セット

• urg ― アージェント ポインタ ビット セット

ステップ 3c deny | permit udp 
{source-ipv6-prefix/prefix-length | any | 
host source-ipv6-address} [operator 
[port-number]] 
{destination-ipv6-prefix/prefix-length | 
any | host destination-ipv6-address} 
[operator [port-number]] [dscp value] 
[log] [log-input] [neq {port | protocol}] 
[range {port | protocol}] [sequence value] 
[time-range name]

（任意）UDP アクセス リストおよびアクセス条件を定義します。

UDP の場合は、udpを入力します。UDP パラメータは TCP に関し
て説明されているパラメータと同じです。ただし、[operator [port]]
のポート番号またはポート名は、UDP ポートの番号または名前と
します。UDP では、established パラメータは無効です。

コマンド 説明
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指定されたアクセス リストから deny または permit 条件を削除するには、no deny | permit IPv6
access-list コンフィギュレーション コマンドとキーワードを使用します。

この例では、CISCO という名前の IPv6 アクセス リストを設定します。リストの最初の deny エント
リにより、宛先 TCP ポート番号が 5000 より大きいパケットがすべて拒否されます。2 番めの deny
エントリにより、送信元 UDP ポート番号が 5000 より小さいパケットが拒否されます。また、2 番
めの deny エントリにより、すべての一致がコンソールに出力されます。リストの最初の permit エ
ントリにより、すべての ICMP パケットが許可されます。リストの 2 番めの permit エントリにより、
その他のすべてのトラフィックが許可されます。各 IPv6 アクセス リストの末尾には deny-all 条件
が存在するため、2 番めの permit エントリが必要になります。

Switch(config)# ipv6 access-list CISCO
Switch(config-ipv6-acl)# deny tcp any any gt 5000
Switch config-ipv6-acl)# deny ::/0 lt 5000 ::/0 log
Switch(config-ipv6-acl)# permit icmp any any
Switch(config-ipv6-acl)# permit any any

インターフェイスへの IPv6 ACL の適用
ここでは、ネットワーク インターフェイスに IPv6 ACL を適用する手順について説明します。ACL
をレイヤ 3 インターフェイスの発信トラフィックまたは着信トラフィックに適用できます。ACL は
レイヤ 2 インターフェイスの着信トラフィックに対してのみ適用できます。

インターフェイスへのアクセスを制御するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行しま
す。

 

ステップ 3d deny | permit icmp 
{source-ipv6-prefix/prefix-length | any | 
host source-ipv6-address} [operator 
[port-number]] 
{destination-ipv6-prefix/prefix-length | 
any | host destination-ipv6-address} 
[operator [port-number]] [icmp-type 
[icmp-code] | icmp-message] [dscp value] 
[log] [log-input] [sequence value] 
[time-range name] 

（任意）ICMP アクセス リストおよびアクセス条件を定義します。

ICMP の場合は、icmpを入力します。ICMP パラメータはステップ
3a のほとんどの IP プロトコルで説明されているパラメータと同じ
ですが、ICMP メッセージ タイプとコード パラメータが追加され
ています。オプションのキーワードの意味は次のとおりです。

• icmp-type ― ICMP メッセージ タイプを使用してフィルタリン
グします。0 ～ 255 の値を使用できます。

• icmp-code ― ICMP メッセージ コード タイプを使用してフィ
ルタリングされた ICMP パケットをフィルタリングします。0
～ 255 の値を使用できます。

• icmp-message ― ICMP メッセージ タイプ名または ICMP メッ
セージのタイプおよびコード名で、ICMP パケットをフィルタ
リングします。ICMP メッセージ タイプ名およびコード名のリ
ストを表示するには、? キーワードを使用するか、またはこの
リリースのコマンド リファレンスを参照してください。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show ipv6 access-list アクセス リストの設定を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id アクセス リストを適用する、レイヤ 2 インターフェイス（ポート ACL
用）またはレイヤ 3 インターフェイス（ルータ ACL 用）を特定し、
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。
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インターフェイスからアクセス リストを削除するには、no ipv6 traffic-filter access-list-name イン
ターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。

次に、アクセス リスト Cisco をレイヤ 3 インターフェイスの発信トラフィックに適用する例を示し
ます。

Switch(config)# interface gigabitethernet 1/0/3
Switch(config-if)# no switchport
Switch(config-if)# ipv6 address 2001::/64 eui-64
Switch(config-if)# ipv6 traffic-filter CISCO out

ステップ 3 no switchport ルータ ACL を適用する場合、インターフェイスをレイヤ 2 モード
（デフォルト）からレイヤ 3 モードに変更します。

ステップ 4 ipv6 address ipv6-address レイヤ 3 インターフェイスで IPv6 アドレスを設定します（ルータ
ACL 用）。

（注） レイヤ 2 インターフェイスの場合、またはインターフェイス
にすでに明示的に IPv6 アドレスが設定されている場合は、こ
のコマンドは必要ありません。

ステップ 5 ipv6 traffic-filter access-list-name {in | 
out}

インターフェイスの着信または発信トラフィックにアクセス リスト
を適用します。

（注） out キーワードは、レイヤ 2 インターフェイス（ポート ACL）
ではサポートされていません。

ステップ 6 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 7 show running-config アクセス リストの設定を確認します。

ステップ 8 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明



第 38章      IPv6 ACL の設定
IPv6 ACL の表示

38-9
Catalyst 3750 スイッチ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

78-16180-06-J

IPv6 ACL の表示
表 38-1 に記載の 1 つまたは複数のイネーブル EXEC コマンドを使用して、すべての設定済みアク
セス リスト、すべての IPv6 アクセス リスト、または特定のアクセス リストに関する情報を表示で
きます。

次に、show access-lists イネーブル EXEC コマンドの出力例を示します。出力には、スイッチ スタッ
クに設定済みのすべてのアクセス リストが表示されます。

Switch #show access-lists 
Extended IP access list hello
    10 permit ip any any
IPv6 access list ipv6
    permit ipv6 any any sequence 10

次に、show ipv6 access-lists イネーブル EXEC コマンドの出力例を示します。出力には、スイッチ
スタックに設定済みの IPv6 アクセス リストのみが表示されます。

Switch# show ipv6 access-list
IPv6 access list inbound
    permit tcp any any eq bgp (8 matches) sequence 10
    permit tcp any any eq telnet (15 matches) sequence 20
    permit udp any any sequence 30

IPv6 access list outbound
    deny udp any any sequence 10
    deny tcp any any eq telnet sequence 20

表 38-1 IPv6 アクセス リスト情報を表示するためのコマンド

コマンド 説明

show access-lists スイッチに設定されているすべてのアクセス リストを表示します。

show ipv6 access-list [access-list-name] すべての設定済み IPv6 アクセス リストまたは名前で指定されたアクセ
ス リストを表示します。
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39

HSRP の設定

この章では、Catalyst 3750スイッチで Hot Standby Router Protocol（HSRP）を使用する方法について
説明します。HSRP は、IP トラフィック ルーティングに冗長性を提供し、1 台のルータのアベイラ
ビリティに依存しないルーティングを実現します。特に明記しないかぎり、スイッチという用語は

スタンドアロン スイッチおよびスイッチ スタックを意味します。

レイヤ 2 モードの HSRP のバージョンを使用すると、クラスタ コマンド スイッチが故障した場合、
クラスタ管理を引き継ぐ冗長コマンド スイッチを設定できます。クラスタリングの詳細について
は、第 6 章「スイッチのクラスタ設定」および Cisco.com から入手できる『Getting Started with Cisco
Network Assistant』を参照してください。

（注） この章で使用されるコマンドの構文および使用方法の詳細については、このリリースのスイッチ コ
マンド リファレンス、および『Cisco IOS IP Command Reference, Volume 1 of 3:Addressing and Services』
Release 12.2 を参照してください。

この章で説明する内容は、次のとおりです。

• HSRP の概要（p.39-2）

• HSRP の設定（p.39-5）

• HSRP 設定の表示（p.39-12）
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HSRP の概要
HSRP は、デフォルト ゲートウェイ IP アドレスが設定された IEEE 802 LAN 上の IP ホスト ファー
ストホップに冗長性を確保しネットワークのアベイラビリティを高めるシスコの標準方式です。

HSRP を使用すると、特定のルータのアベイラビリティに依存せず IP トラフィックをルーティング
できます。また、一連のルータ インターフェイスを組み合わせることで、1 台の仮想ルータ、また
は LAN 上のホストへのデフォルト ゲートウェイのように機能させることができます。ネットワー
クまたはセグメント上に HSRP を設定すると、仮想 MAC（メディア アクセス制御）アドレス、お
よび設定されたルータ グループ間で共有される IP アドレスを使用できるようになり HSRP が設定
された複数のルータは、仮想ルータの MAC アドレスおよび IP ネットワーク アドレスを使用でき
るようになります。仮想ルータは、実際には存在しません。仮想ルータは、相互にバックアップ機

能を提供するように設定されている複数のルータの共通のターゲットを表すルータです。1 台の
ルータがアクティブなルータとして、もう 1 台のルータがスタンバイ ルータとして選択されます。
スタンバイ ルータは、指定されたアクティブ ルータが故障した場合に、グループの MAC アドレス
および IP アドレスを制御するルータです。

（注） HSRP グループ内のルータには、Catalyst 3750ルーテッド ポート、Switch Virtual Interface（SVI）な
ど、HSRP をサポートする任意のルータ インターフェイスを指定できます。

HSRP は、ネットワーク上のホストからの IP トラフィックに冗長性を提供することで、ネットワー
クのアベイラビリティを高めます。アクティブ ルータは、ルータ インターフェイスのグループ内
でパケットのルーティングを実行するために選択されたルータです。スタンバイ ルータは、アク
ティブ ルータが故障した場合、または設定条件が満たされた場合に、ルーティング作業を引き継ぐ
ルータです。

HSRP は、ホストがルータ ディスカバリ プロトコルをサポートしておらず、選択されたルータのリ
ロードや電源故障時に新しいルータに切り替えることができない場合に有効です。HSRP をネット
ワーク セグメントに設定すると、HSRP は仮想 MAC アドレスと IP アドレスを 1 つずつ提供しま
す。このアドレスは、HSRP が動作するルータ インターフェイス グループ内のルータ インターフェ
イス間で共有できます。プロトコルによってアクティブ ルータとして選択されたルータは、グルー
プの MAC アドレス宛のパケットを受信し、ルーティングします。n 台のルータで HSRP が稼働し
ている場合、n +1個の IP アドレスおよび MAC アドレスが割り当てられます。

指定されたアクティブ ルータの故障を HSRP が検出すると、選択されているスタンバイ ルータが
ホット スタンバイ グループの MAC アドレスおよび IP アドレスの制御を引き継ぎます。この時点
で新しいスタンバイ ルータも選択されます。HSRP が稼働しているデバイスは、マルチキャスト
UDP ベースの hello パケットを送受信することにより、ルータ障害の検出、アクティブ ルータおよ
びスタンバイ ルータの指定を行います。インターフェイスに HSRP が設定されている場合、そのイ
ンターフェイスでは Internet Control Message Protocol（ICMP）のリダイレクト メッセージがデフォ
ルトでディセーブルとなっています。

レイヤ 3 で動作する Catalyst 3750スイッチおよびスイッチ スタック間で複数のホット スタンバイ
グループを設定すると、冗長ルータをさらに活用できます。そのためには、インターフェイスに設

定するホット スタンバイ コマンド グループごとにグループ番号を指定します。たとえば、スイッ
チ 1 のインターフェイスをアクティブ ルータ、スイッチ 2 のインターフェイスをスタンバイ ルー
タとして設定できます。また、スイッチ 2 の別のインターフェイスをアクティブ ルータ、スイッチ
1 の別のインターフェイスをスタンバイ ルータとして設定できます。
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図 39-1に、HSRP 用に設定されたネットワークのセグメントを示します。各ルータには、仮想ルー
タの MAC アドレスおよび IP ネットワーク アドレスが設定されています。ルータ A の IP アドレス
をネットワーク上のホストに設定する代わりに、デフォルト ルータである仮想ルータの IP アドレ
スを設定します。ホスト C からホスト B にパケットが送信される場合、ホスト C は仮想ルータの
MAC アドレスにパケットを送信します。何らかの理由により、ルータ A がパケットの伝送を停止
すると、ルータ B が仮想 IP アドレスおよび仮想 MAC アドレスに応答してアクティブ ルータとな
り、アクティブ ルータの作業を行います。ホスト C は引き続き仮想ルータの IP アドレスを使用し、
ホスト B 宛のパケットをアドレッシングします。ルータ B はそのパケットを受信し、ホスト B に
送信します。ルータ B は HSRP の機能を使用し、ルータ A が動作を再開するまで、ホスト B のセ
グメント上のユーザと通信する必要があるホスト C のセグメント上のユーザに連続的にサービス
を提供します。また、ホスト A セグメントとホスト B の間で、引き続き通常のパケット処理機能
を実行します。

図 39-1 HSRP の一般的な構成
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Multiple HSRP
Cisco IOS Release 12.2(18)SE 以降では、Multiple HSRP（MHSRP）をサポートしています。これは、
HSRP の拡張版で、複数の HSRP 間の負荷分散を可能にします。MHSRP を設定することにより、
ロードバランシングを実現し、ホスト ネットワークからサーバ ネットワークまでの間で複数のス
タンバイ グループ（またはパス）を使用できます。図 39-2 では、クライアントの半分がルータ A
用に設定されていて、残りの半分がルータ B 用に設定されています。これらをまとめて、ルータ A
および B の設定によって 2 つの HSRP グループを確立します。グループ 1 では、最高のプライオリ
ティが割り当てられているのでルータ A はデフォルト アクティブ ルータとなり、ルータ B がスタ
ンバイ ルータとなります。グループ 2 では、最高のプライオリティが割り当てられているのでルー
タ B はデフォルト アクティブ ルータとなり、ルータ A がスタンバイ ルータとなります。通常の稼
働時は、2 つのルータが IP トラフィック負荷を共有しています。いずれかのルータが使用できなく
なった場合、他のルータがアクティブになり、使用できなくなったルータのパケット転送機能を引

き継ぎます。

設定手順の例については、「MHSRP の設定」（p.39-9）を参照してください。

（注） MHSRP では、ルータが故障後に復帰した場合、プリエンプトを発生させ負荷分散を回復させるに
は、HSRP インターフェイス上で standby preemptインターフェイス コンフィギュレーション コマ
ンドを入力する必要があります。

図 39-2 MHSRP 負荷分散

HSRP およびスイッチ スタック
HSRP の hello メッセージは、スタック マスターで生成されます。HSRP がアクティブであるスタッ
ク マスターに障害が発生すると、HSRP アクティブ ステートのフラッピングが生じることがありま
す。これは、新規スタック マスターが選択および初期化されている間に HSRP hello メッセージが
生成されず、スタック マスターが故障したあとでないとスタンバイ ルータがアクティブにならな
い可能性があるためです。
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HSRP の設定
ここでは、次の設定について説明します。

• HSRP のデフォルト設定（p.39-5）

• HSRP 設定時の注意事項（p.39-5）

• HSRP のイネーブル化（p.39-6）

• HSRP のプライオリティの設定（p.39-7）

• MHSRP の設定（p.39-9）

• HSRP 認証およびタイマーの設定（p.39-10）

• ICMP リダイレクト メッセージの HSRP サポートのイネーブル化（p.39-11）

• HSRP グループおよびクラスタリングの設定（p.39-11）

HSRP のデフォルト設定
表 39-1に、HSRP のデフォルト設定を示します。

HSRP 設定時の注意事項
HSRP を設定する場合は、次の注意事項に従ってください。

• HSRP は最大 32 個の VLAN（仮想 LAN）またはルーティング インターフェイスに設定できます。

• 設定手順では、次に示すレイヤ 3 インターフェイスの 1 つを指定する必要があります。

－ ルーテッド ポート：no switchportインターフェイス コンフィギュレーション コマンドを
入力して、レイヤ 3 ポートとして設定された物理ポートです。

－ SVI：interface vlan vlan_idグローバル コンフィギュレーション コマンドによって作成され
た VLAN インターフェイスです。デフォルトではレイヤ 3 インターフェイスです。

－ レイヤ 3 モードの EtherChannel ポート チャネル：interface port-channel port-channel-number
グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用し、イーサネット インターフェイス
をチャネル グループにバインドして作成されたポート チャネル論理インターフェイスで
す。詳細については、「レイヤ 3 EtherChannel の設定」（p.34-16）を参照してください。

• すべてのレイヤ 3 インターフェイスに IP アドレスを割り当てる必要があります。「レイヤ 3 イ
ンターフェイスの設定」（p.11-27）を参照してください。

表 39-1 HSRP のデフォルト設定

機能 デフォルト設定

HSRP グループ 設定なし

スタンバイ グループ番号 0

スタンバイ MAC アドレス システムへの割り当て：0000.0c07.acXX（XXは
HSRP グループ番号）

スタンバイ プライオリティ 100

スタンバイ遅延 0（遅延なし）

スタンバイでのインターフェイス プライオリ
ティの追跡

10

スタンバイ hello 時間 3 秒

スタンバイ ホールド タイム 10 秒
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HSRP のイネーブル化
standby ipインターフェイス コンフィギュレーション コマンドを実行すると、設定されたインター
フェイスで HSRP がアクティブになります。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 アドレスを指定しなかった場合は、ス
タンバイ機能によって学習されます。指定アドレスを使用し、ケーブル上に少なくとも 1 つのルー
ティング ポートを設定する必要があります。IP アドレスを設定すると、常に、現在使用されてい
る別の指定アドレスが、設定した IP アドレスに変更されます。

standby ip コマンドがインターフェイス上でイネーブルに設定され、プロキシ Address Resolution
Protocol（ARP）がイネーブルの場合、インターフェイスのホット スタンバイ ステートがアクティ
ブになると、プロキシ ARP 要求に対する応答は、ホット スタンバイ グループの MAC アドレスを
使用して実行されます。インターフェイスが別のステートの場合、プロキシ ARP の応答は抑制さ
れます。

レイヤ 3 インターフェイス上で HSRP を作成する場合、またはイネーブルにする場合は、イネーブ
ル EXEC モードで次の手順を実行します。

HSRP をディセーブルにするには、no standby [group-number] ip [ip-address] インターフェイス コン
フィギュレーション コマンドを使用します。

次に、ポートでグループ 1 の HSRP をイネーブル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。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id 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、HSRP
をイネーブルにするレイヤ 3 インターフェイスを入力します。

ステップ 3 standby [group-number] ip [ip-address 
[secondary]]

HSRP グループの番号および仮想 IP アドレスを使用して、HSRP グ
ループを作成（またはイネーブルに）します。

• （任意）group-number ― HSRP をイネーブルにするインターフェ
イスのグループ番号を指定します。指定できる範囲は 0 ～ 255
で、デフォルトは 0 です。HSRP グループが 1 つしかない場合
は、グループ番号を入力する必要はありません。

• （1 つのインターフェイスで必須、それ以外は任意）ip-address ―
ホット スタンバイ ルータ インターフェイスの仮想 IP アドレス
を指定します。少なくとも 1 つのインターフェイスに対して仮
想 IP アドレスを入力する必要があります。他のインターフェイ
スは、その仮想 IP アドレスを学習します。

• （任意）secondary ― IP アドレスはセカンダリ ホット スタンバ
イ ルータ インターフェイスです。ルータがセカンダリ ルータ
とスタンバイ ルータのいずれにも指定されず、かつプライオリ
ティも設定されていない場合は、プライマリ IP アドレスが比較
され、IP アドレスが大きいルータがアクティブ ルータ、IP アド
レスが 2 番めに大きいルータがスタンバイ ルータになります。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show standby [interface-id [group]] 設定を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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（注） これは、HSRP をイネーブルにするために必要な最小限の手順です。他の設定は任意です。

Switch# configure terminal
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# no switchport
Switch(config-if)# standby 1 ip
Switch(config-if)# end
Switch# show standby

HSRP のプライオリティの設定
standby priority、standby preempt、および standby trackインターフェイス コンフィギュレーショ
ン コマンドはいずれも、アクティブ ルータとスタンバイ ルータの検索に関する特性、および新し
いアクティブ ルータが処理を引き継いだ場合の動作を設定するために使用できます。

HSRP プライオリティを設定する場合の注意事項は、次のとおりです。

• プライオリティを割り当てておくと、アクティブおよびスタンバイ ルータを選択するときに役
立ちます。プリエンプト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は、プライマリ IP アドレスが比較さ
れます。IP アドレスが大きいルータが優先されます。

• 最大の値（1 ～ 255）が、最高のプライオリティ（アクティブ ルータになる確率が最も高い）
を表します。

• プライオリティ、プリエンプト、またはその両方を設定するときは、少なくとも 1 つのキー
ワード（priority、preempt、または両方）を指定する必要があります。

• インターフェイスが standby trackコマンドによって設定されている場合、ルータ上の別のイン
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。

• standby trackインターフェイス コンフィギュレーション コマンドを実行すると、ルータのホッ
ト スタンバイ プライオリティとインターフェイスのアベイラビリティが関連付けられます。こ
の機能は、HSRP 用に設定されていないインターフェイスを追跡する場合に有効です。追跡対
象のインターフェイスが故障すると、追跡が設定されていたデバイスのホット スタンバイ プ
ライオリティが 10 減少します。追跡対象でないインターフェイスの場合は、そのステートが
変わっても、設定済みデバイスのホット スタンバイ プライオリティは変わりません。ホット
スタンバイ用に設定されたインターフェイスごとに、追跡するインターフェイスのリストを個

別に設定できます。

• standby track interface-priorityインターフェイス コンフィギュレーション コマンドを実行する
と、追跡対象のインターフェイスがダウンした場合のホット スタンバイ プライオリティの減
少幅を指定できます。インターフェイスが稼働状態に戻ると、プライオリティは同じ分だけ増

加します。

• interface-priority値が設定されている場合に、複数の追跡対象インターフェイスがダウンすると、
設定済みプライオリティの減少幅が累積されます。プライオリティ値が設定されていない追跡

対象インターフェイスが故障した場合、デフォルトの減少幅は 10 です。この値は累積されま
せん。

• インターフェイスに対してルーティングを最初にイネーブルにした時点で、完全なルーティン

グ テーブルは存在しません。このインターフェイスがプリエンプトに設定されている場合はア
クティブ ルータになりますが、十分なルーティング処理はできません。この問題を解決するに
は、ルータがルーティング テーブルを更新できるように遅延時間を設定します。

インターフェイスに HSRP プライオリティ特性を設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手
順を実行します。
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コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id 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、プライ
オリティを設定する HSRP インターフェイスを入力します。

ステップ 3 standby [group-number] priority 
priority [preempt [delay delay]]

アクティブ ルータを選択するときに使用される priority値を設定し
ます。指定できる範囲は 1 ～ 255 で、デフォルトのプライオリティ
は 100 です。最大の値が、最も高いプライオリティを表します。

• （任意）group-number ― コマンドが適用されるグループ番号で
す。

• （任意）preempt ― ローカル ルータのプライオリティがアクティ
ブ ルータよりも高い場合、アクティブ ルータとして制御を行い
ます。

• （任意）delay ― ローカル ルータがアクティブ ルータの役割を
引き継ぐまでの時間を、指定された秒数だけ延期します。指定

できる範囲は 0 ～ 3600（1 時間）で、デフォルトは 0 です（引
き継ぐ前の遅延はありません）。

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。

ステップ 4 standby [group-number] [priority 
priority] preempt [delay delay]

ルータを preemptに設定し、ローカル ルータのプライオリティがア
クティブ ルータよりも高い場合は、アクティブ ルータとして制御を
行います。

• （任意）group-number ― コマンドが適用されるグループ番号で
す。

• （任意）priority ― グループ プライオリティを設定または変更し
ます。指定できる範囲は 1 ～ 255 で、デフォルトは 100 です。

• （任意）delay ― ローカル ルータがアクティブ ルータの役割を
引き継ぐまでの時間を、指定された秒数だけ延期します。指定

できる範囲は 0 ～ 3600（1 時間）で、デフォルトは 0 です（引
き継ぐ前の遅延はありません）。

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。

ステップ 5 standby [group-number] track type 
number [interface-priority]

他のインターフェイスを追跡するようにインターフェイスを設定し

ます。この設定により、他のインターフェイスの 1 つがダウンした
場合は、そのデバイスのホット スタンバイ プライオリティが減少し
ます。

• （任意）group-number ― コマンドが適用されるグループ番号で
す。

• type ― 追跡対象のインターフェイス タイプを（インターフェイ
ス番号とともに）入力します。

• number ― 追跡対象のインターフェイス番号を（インターフェイ
ス タイプとともに）入力します。

• （任意）interface-priority ― インターフェイスがダウンした場合、
または稼働状態に戻った場合に、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幅を入力します。デフォ

ルト値は 10 です。

ステップ 6 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 7 show running-config スタンバイ グループの設定を確認します。

ステップ 8 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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デフォルトのプライオリティ、プリエンプト、および遅延値に戻すには、no standby [group-number]
priority priority [preempt [delay delay]] および no standby [group-number] [priority priority] preempt
[delay delay] インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。

追跡を解除するには、no standby [group-number] track type number [interface-priority] インターフェイ
ス コンフィギュレーション コマンドを使用します。

次の例では、ポートがアクティブになり、IP アドレスおよびプライオリティ 120（デフォルト値よ
りも高いプライオリティ）が設定されます。アクティブ ルータになるまでの待機時間は 300 秒（5
分間）です。

Switch# configure terminal
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# no switchport
Switch(config-if)# standby ip 172.20.128.3
Switch(config-if)# standby priority 120 preempt delay 300
Switch(config-if)# end

MHSRP の設定
MHSRP およびロード バランシングをイネーブルにするには、2 台のルータをグループのアクティ
ブ ルータとして、仮想ルータをスタンバイ ルータとして設定します。次に、MHSRP 設定をイネー
ブルにする例を示します（図 39-2 を参照）。MHSRP では、ルータが故障後に復帰した場合、プリ
エンプトを発生させロード バランシングを回復させるには、各 HSRP インターフェイス上で
standby preemptインターフェイス コンフィギュレーション コマンドを入力する必要があります。

ルータ A はグループ 1 のアクティブ ルータとして設定され、ルータ B はグループ 2 のアクティブ
ルータとして設定されています。ルータ A の HSRP インターフェイスでは IP アドレスが 10.0.0.1
で、グループ 1 のスタンバイ プライオリティは 110 です（デフォルトは 100）。ルータ B の HSRP
インターフェイスでは IP アドレスが 10.0.0.2 で、グループ 2 のスタンバイ プライオリティは 110 で
す。

グループ 1 は仮想 IP アドレス 10.0.0.3 を、グループ 2 は仮想 IP アドレス 10.0.0.4 をそれぞれ使用し
ます。

ルータ A の設定

Switch# configure terminal
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# no switchport
Switch(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
Switch(config-if)# standby 1 ip 10.0.0.3
Switch(config-if)# standby 1 priority 110 
Switch(config-if)# standby 1 preempt 
Switch(config-if)# standby 2 ip 10.0.0.4
Switch(config-if)# standby 2 preempt 
Switch(config-if)# end

ルータ B の設定

Switch# configure terminal
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# no switchport
Switch(config-if)# ip address 10.0.0.2 255.255.255.0
Switch(config-if)# standby 1 ip 10.0.0.3
Switch(config-if)# standby 1 preempt 
Switch(config-if)# standby 2 ip 10.0.0.4
Switch(config-if)# standby 2 priority 110 
Switch(config-if)# standby 2 preempt 
Switch(config-if)# end
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HSRP 認証およびタイマーの設定
HSRP 認証ストリングを設定したり、hello 時間インターバルやホールド タイムを変更することもで
きます。

これらの属性を設定する場合の注意事項は次のとおりです。

• 認証ストリングはすべての HSRP メッセージに暗号化されずに送信されます。相互運用できる
ように、接続されたすべてのルータおよびアクセス サーバに同じ認証ストリングを設定する必
要があります。認証ストリングが一致しないと、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 アドレスおよびタイマー値を取得することができません。

• スタンバイ タイマー値が設定されていないルータまたはアクセス サーバは、アクティブ ルー
タまたはスタンバイ ルータからタイマー値を取得できます。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。
通常の場合、holdtimeは hellotimeの 3 倍以上です。

インターフェイスに HSRP の認証とタイマーを設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順
を実行します。

認証ストリングを削除するには、no standby [group-number] authentication stringインターフェイス
コンフィギュレーション 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、no standby
[group-number] timers hellotime holdtimeインターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用
します。

次に、グループ 1 のホット スタンバイ ルータを相互動作させるために必要な認証ストリングとし
て、wordを設定する例を示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# no switchport
Switch(config-if)# standby 1 authentication word
Switch(config-if)# end

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id 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、認
証を設定する HSRP インターフェイスを入力します。

ステップ 3 standby [group-number] authentication 
string

（任意）authentication string ― すべての HSRP メッセージで伝達
されるストリングを入力します。認証ストリングには 8 文字まで
指定できます。デフォルト ストリングは ciscoです。

（任意）group-number ― コマンドが適用されるグループ番号です。

ステップ 4 standby [group-number] timers hellotime 
holdtime

（任意）hello パケット間隔、およびアクティブ ルータのダウンを
他のルータが宣言するまでの時間を設定します。

• group-number ― コマンドが適用されるグループ番号です。

• hellotime ― hello インターバル（秒）です。指定できる範囲
は 1 ～ 255 秒で、デフォルトは 3 秒です。

• holdtime ― アクティブまたはスタンバイ ルータのダウンが
宣言されるまでの時間（秒）です。指定できる範囲は 1 ～
255 秒で、デフォルトは 10 秒です。

ステップ 5 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 show running-config スタンバイ グループの設定を確認します。

ステップ 7 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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次に、hello パケット間隔が 5 秒、ルータがダウンしたとみなされるまでの時間が 15 秒となるよう
に、スタンバイ グループ 1 のタイマーを設定する例を示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# no switchport
Switch(config-if)# standby 1 ip 
Switch(config-if)# standby 1 timers 5 15
Switch(config-if)# end

ICMP リダイレクト メッセージの HSRP サポートのイネーブル化
Cisco IOS Release 12.2(18)SE より前のリリースでは、ICMP リダイレクト メッセージは自動的に
HSRP が設定されているインターフェイスでディセーブルになります。ICMP は、ネットワーク レ
イヤのインターネット プロトコルで、エラーをレポートするメッセージ パケットおよび IP 処理に
関連する他の情報を提供します。ICMP には、ホストヘのエラー パケットの方向付けや送信などの
診断機能があります。 

スイッチが HSRP を動作している場合、ホストが HSRP グループのルータのインターフェイス（ま
たは実際の）MAC アドレスを検出しないことを確認してください。ホストが ICMP によってルー
タの実際の MAC アドレスへリダイレクトされてそのあとに失敗した場合、ホストからのパケット
が消失します。

Cisco IOS Release 12.2(18)SE 以降のリリースでは、ICMP リダイレクト メッセージは自動的に HSRP
が設定されているインターフェイスでイネーブルになります。この機能は、HSRP を介した出力
ICMP リダイレクト メッセージをフィルタリングします。HSRP では、ネクスト ホップ IP アドレス
が HSRP 仮想 IP アドレスに変更される可能性があります。詳細については、
『Cisco IOS IP Configuration Guide』 Release 12.2 を参照してください。

HSRP グループおよびクラスタリングの設定
デバイスが HSRP スタンバイ ルーティングに参加し、クラスタリングがイネーブルの場合は、同じ
スタンバイ グループを使用して、コマンド スイッチの冗長性および HSRP の冗長性を確保できま
す。同じ HSRP スタンバイ グループをイネーブルにし、コマンド スイッチおよびルーティングの
冗長性を確保するには、cluster standby-group HSRP-group-name [routing-redundancy] グローバル コ
ンフィギュレーション コマンドを使用します。routing-redundancy キーワードを指定せずに同じ
HSRP スタンバイ グループ名でクラスタを作成すると、そのグループに対する HSRP スタンバイ
ルーティングはディセーブルになります。

次に、スタンバイ グループ my_hsrp をクラスタにバインドし、同じ HSRP グループをイネーブルに
してコマンド スイッチおよびルータの冗長性を確保する例を示します。このコマンドを実行できる
のは、コマンド スイッチに対してのみです。スタンバイ グループの名前または番号が存在しない
場合、またはスイッチがクラスタ メンバーである場合は、エラー メッセージが表示されます。

Switch# configure terminal
Switch(config)# cluster standby-group my_hsrp routing-redundancy
Switch(config)# end
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HSRP 設定の表示
HSRP 設定を表示するには、次のイネーブル EXEC コマンドを使用します。

show standby [interface-id [group]] [brief] [detail]

スイッチ全体、特定のインターフェイス、HSRP グループ、またはインターフェイスの HSRP グルー
プに関する HSRP 情報を表示できます。HSRP 情報の概要または詳細のいずれを表示するかも指定
できます。デフォルト表示は detailです。多数の HSRP グループがある場合に、修飾子を指定しな
いで show standbyコマンドを使用すると、正確に表示されないことがあります。

次に、show standbyイネーブル EXEC コマンドを実行し、2 つのスタンバイ グループ（グループ 1
およびグループ 100）の HSRP 情報を表示する例を示します。

Switch# show standby 
VLAN1 - Group 1
   Local state is Standby, priority 105, may preempt
   Hellotime 3 holdtime 10
   Next hello sent in 00:00:02.182
   Hot standby IP address is 172.20.128.3 configured
   Active router is 172.20.128.1 expires in 00:00:09
   Standby router is local
   Standby virtual mac address is 0000.0c07.ac01
   Name is bbb
VLAN1 - Group 100
   Local state is Active, priority 105, may preempt
   Hellotime 3 holdtime 10
   Next hello sent in 00:00:02.262
   Hot standby IP address is 172.20.138.51 configured
   Active router is local
   Standby router is unknown expired
   Standby virtual mac address is 0000.0c07.ac64
   Name is test
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40

IP マルチキャスト ルーティングの設
定

この章では、Catalyst 3750 スイッチに IP マルチキャスト ルーティングを設定する方法について説
明します。IP マルチキャストは、ネットワークのリソースをより効率的に使用する方法です。特
に、音声やビデオなど、帯域幅を消費するサービスに効果があります。IP マルチキャスト ルーティ
ングを使用すると、ホスト（送信元）は IP 「マルチキャスト グループ アドレス」という特殊な形
式の IP アドレスを使用し、IP ネットワーク内の任意の場所にあるホスト（レシーバー）のグルー
プにパケットを送信できます。送信側ホストは、マルチキャスト グループ アドレスをパケットの
IP 宛先アドレス フィールドに挿入します。IP マルチキャスト ルータおよびマルチレイヤ スイッチ
は、マルチキャスト グループのメンバーに接続されたすべてのインターフェイスから着信した IP
マルチキャスト パケットを転送します。グループのメンバーであるかどうかに関係なく、すべての
ホストはグループに送信できます。ただし、そのメッセージを受信できるのは、グループのメン

バーのみです。

この機能を使用するには、スタック マスター上で IP サービス イメージ（以前の拡張マルチレイヤ
イメージ [EMI]）が稼働している必要があります。特に明記しないかぎり、スイッチという用語は
スタンドアロン スイッチおよびスイッチ スタックを意味します。

（注） この章で使用されるコマンドの構文および使用方法の詳細については、『Cisco IOS IP Command 
Reference, Volume 3 of 3:Multicast』 Release 12.2 を参照してください。

この章で説明する内容は、次のとおりです。

• シスコの IP マルチキャスト ルーティング実装の概要（p.40-2）

• マルチキャスト ルーティングおよびスイッチ スタック（p.40-9）

• IP マルチキャスト ルーティングの設定（p.40-10）

• 高度な PIM 機能の設定（p.40-26）

• オプションの IGMP 機能の設定（p.40-30）

• オプションのマルチキャスト ルーティング機能の設定（p.40-36）

• 基本的な DVMRP インターオペラビリティ機能の設定（p.40-41）

• 高度な DVMRP インターオペラビリティ機能の設定（p.40-47）

• IP マルチキャスト ルーティングのモニタおよびメンテナンス（p.40-55）

Multicast Source Discovery Protocol（MSDP）の設定の詳細については、第 41 章「MSDP の設定」を
参照してください。
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シスコの IP マルチキャスト ルーティング実装の概要
Cisco IOS ソフトウェアは IP マルチキャスト ルーティングを実装するため、次のプロトコルをサ
ポートしています。

• Internet Group Management Protocol（IGMP） ― LAN のホストおよび LAN のルータ（およびマル
チレイヤ スイッチ）間で使用され、ホストがメンバーとして属するマルチキャスト グループ
を追跡します。

• Protocol-Independent Multicast（PIM） ― ルータおよびマルチレイヤ スイッチ間で使用され、相
互に転送されるマルチキャスト パケット、および直接接続された LAN に転送されるマルチ
キャスト パケットを追跡します。

• Distance Vector Multicast Routing Protocol（DVMRP） ― インターネットの Multicast Backbone
（MBONE）に使用されます。ソフトウェアは PIM と DVMRP の相互作用をサポートします。

• Cisco Group Management Protocol（CGMP） ― レイヤ 2 Catalyst スイッチに接続されたシスコ製
ルータおよびマルチレイヤ スイッチで使用され、IGMP で実行される作業と同様の作業を実行
します。

図 40-1に、これらのプロトコルが動作する IP マルチキャスト環境内の位置を示します。

図 40-1 IP マルチキャスト ルーティング プロトコル

IGMP の概要
IP マルチキャスティングに参加するには、マルチキャスト ホスト、ルータ、およびマルチレイヤ
スイッチで IGMP が動作している必要があります。このプロトコルは、クエリアおよびホストの役
割を定義します。

• クエリアは、指定されたマルチキャスト グループに属するネットワーク デバイスを検出する
ためのクエリー メッセージを送信するネットワーク デバイスです。

• ホストは、クエリアにホスト メンバーシップを通知するためのレポート メッセージ（クエリー
メッセージに応答するメッセージ）を送信するレシーバーです。

同じ送信元からマルチキャスト データ ストリームを受信する一連のクエリアおよびホストは、マ
ルチキャスト グループといいます。クエリアおよびホストは IGMP メッセージを使用して、マルチ
キャスト グループに参加したり、脱退したりします。

PIM

IGMP

CGMP

DVMRP

 
MBONE

Cisco Catalyst 
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グループのメンバーであるかどうかに関係なく、すべてのホストはグループに送信できます。ただ

し、そのメッセージを受信できるのは、グループのメンバーのみです。マルチキャスト グループの
メンバーシップは動的です。ホストはいつでもグループに参加し、また脱退することができます。

マルチキャスト グループの場所またはメンバー数に制限はありません。ホストは一度に複数のマル
チキャストのメンバーになることができます。マルチキャスト グループのアクティブ状態および所
属メンバーは、グループや時間によって変化し、マルチキャスト グループを長時間または短時間ア
クティブにすることもできます。グループのメンバーシップはいつでも変更可能です。メンバーを

含むグループにアクティビティがない場合もあります。

IP マルチキャスト トラフィックには、グループ アドレス（クラス D アドレス）が使用されます。
クラス D アドレスの上位ビットは 1110 です。したがって、ホスト グループ アドレスの範囲は 
224.0.0.0 ～ 239.255.255.255 です。224.0.0.0 ～ 224.0.0.255 のマルチキャスト アドレスは、ルーティ
ング プロトコルおよびその他のネットワーク制御トラフィックが使用するために確保されていま
す。アドレス 224.0.0.0 は、どのグループにも割り当てられません。

IGMP パケットは、次に示す IP マルチキャスト グループ アドレスを使用して送信されます。

• IGMP 汎用クエリーは、アドレス 224.0.0.1（サブネット上のすべてのシステム）を宛先とします。

• IGMP グループ固有のクエリーは、クエリー対象グループの IP アドレスを宛先とします。

• IGMP グループ メンバーシップ レポートは、レポート対象グループの IP アドレスを宛先とし
ます。

• IGMP バージョン 2（IGMPv2）Leave メッセージは、アドレス 224.0.0.2（サブネット上のすべ
てのマルチキャスト ルータ）を宛先とします。古いホスト IP スタックの中には、Leave メッ
セージの宛先がすべてのルータのアドレスでなく、グループの IP アドレスであるものがありま
す。

IGMP バージョン 1

IGMP バージョン 1（IGMPv1）にはクエリー応答モデルが使用されているため、マルチキャスト
ルータおよびマルチレイヤ スイッチは、ローカル サブネット上のどのマルチキャスト グループが
アクティブであるか（マルチキャスト グループに関係するホストが 1 台または複数存在するか）を
判別できます。IGMPv1 では別のプロセスを使用して、ホストをマルチキャスト グループに参加お
よび脱退させることができます。詳細については、RFC 1112 を参照してください。

IGMP バージョン 2

IGMPv2 は IGMP 機能の拡張版です。IGMP 脱退処理などの機能を提供して、脱退遅延を短縮し、グ
ループ固有のクエリー数を削減し、明示的な最大クエリー応答時間を短縮します。また、この作業

を実行するために、マルチキャスト プロトコルに依存することなく IGMP クエリアを選択する機能
もルータに追加されます。詳細については、RFC 2236 を参照してください。

PIM の概要
PIM は「プロトコルに依存しない」マルチキャストといわれます。ユニキャスト ルーティング テー
ブルを読み込むために使用されるユニキャスト ルーティング プロトコルに関係なく、PIM はこの
テーブルの情報を使用してマルチキャスト転送を実行します。マルチキャスト ルーティング テー
ブルは個別に維持されません。

PIM は、RFC 2362 『Protocol-Independent Multicast-Sparse Mode (PIM-SM):Protocol Specification』で
定義されています。次に示す Internet Engineering Task Force（IETF）インターネット ドラフトを参
照してください。

• 『Protocol Independent Multicast (PIM):Motivation and Architecture』
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• 『Protocol Independent Multicast (PIM), Dense Mode Protocol Specification』

• 『Protocol Independent Multicast (PIM), Sparse Mode Protocol Specification』

• 『draft-ietf-idmr-igmp-v2-06.txt, Internet Group Management Protocol, Version 2』

• 『draft-ietf-pim-v2-dm-03.txt, PIM Version 2 Dense Mode』

PIM のバージョン

PIMv2 は、PIMv1 と比べて次の点が改善されています。

• マルチキャスト グループごとに、複数のバックアップ Rendezvous Point（RP; ランデブー ポイ
ント）を持つアクティブな RP が 1 つ存在します。この単一の RP で、PIMv1 内の同じグルー
プにアクティブな RP が複数ある場合と同様の処理を行います。

• Bootstrap Router（BSR）は耐障害性の、自動化された RP ディスカバリ メカニズム、および配
信メカニズムを提供します。これらのメカニズムにより、ルータおよびマルチレイヤ スイッチ
はグループ /RP マッピングをダイナミックに取得できます。

• Sparse Mode（SM;sparse［疎］モード）および Dense Mode（DM;dense［密］モード）は、イン
ターフェイスではなく、グループに関するプロパティです。SM または DM のいずれか一方の
みでなく、SM-DM（sparse-dense モード）を使用してください。

• PIM の Join メッセージおよびプルーニング メッセージを使用すると、複数のアドレス ファミ
リを柔軟に符号化することができます。

• 現在は以降の機能オプションを符号化するため、クエリー パケットではなく、より柔軟な hello
パケット形式が使用されています。

• RP への登録メッセージが境界ルータによって送信されるか、あるいは指定ルータによって送
信されるかは、メッセージ自身によって指定されます。

• PIM パケットは IGMP パケット内に格納されず、独立したパケットとして処理されます。

PIM のモード

PIM は DM、SM、または PIM SM-DM のいずれかのモードで動作します。PIM DM-SM では、sparse
（疎）グループと dense（密）グループの両方が同時に処理されます。

PIM DM

PIM DM では、送信元ベースのマルチキャスト配信ツリーが構築されます。DM の場合、PIM DM
のルータまたはマルチレイヤ スイッチは、他のすべてのルータまたはマルチレイヤ スイッチで常
にグループ宛のマルチキャスト パケットが転送されると想定しています。直接接続されたメンバー
または PIM ネイバが存在しない場合、PIM DM デバイスがマルチキャスト パケットを受信すると、
プルーニング メッセージが送信元に送信され、不要なマルチキャスト トラフィックが停止します。
このプルーニング済みブランチ上のこのルータまたはスイッチでは、後続のマルチキャスト パケッ
トがフラッディングしません。レシーバーを含まないブランチが配信ツリーからプルーニングさ

れ、レシーバーを含むブランチのみが存続するためです。

プルーニング済みのツリー内ブランチのレシーバーがマルチキャスト グループに新規に参加する
と、PIM DM デバイスは新しいレシーバーを検出し、配信ツリーの送信元方向にすぐに接合メッ
セージを送信します。アップストリームの PIM DM デバイスが接合メッセージを受信すると、受信
したデバイスは接合メッセージが着信したインターフェイスをすぐに転送ステートにし、マルチ

キャスト トラフィックのレシーバーへの転送を開始します。
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PIM SM

PIM SM は共有ツリーおよび Shortest-Path-Trees（SPT）を使用し、マルチキャスト トラフィックを
ネットワーク内のマルチキャスト レシーバーに配信します。PIM SM の場合、ルータまたはマルチ
レイヤ スイッチは、トラフィックに関する明示的な要求（Join メッセージ）がないかぎり、他の
ルータまたはスイッチではグループ宛のパケットが転送されないと想定します。IGMP を使用して
ホストがマルチキャスト グループに参加すると、直接接続された PIM SM デバイスは、RP と呼ば
れるルートに向けて PIM Join メッセージを送信します。この Join メッセージはルートに向かって
ルータを順次移動しながら、共有ツリーのブランチを作成します。

RP はマルチキャスト レシーバーを追跡します。また、送信元の先頭ホップ ルータ（Designated
Router［DR; 指定ルータ］）から受信した登録メッセージを使用して送信元を登録し、送信元からレ
シーバーへの共有ツリー パスを完成させます。共有ツリーを使用する場合、送信元は RP にトラ
フィックを送信し、これらのトラフィックをすべてのレシーバーに到達させるようにする必要があ

ります。

マルチキャスト グループ トラフィックをプルーニングする場合は、プルーニング メッセージが配
信ツリーの上方向に送信されます。この結果、明示的な Join メッセージによって作成された共有ツ
リーまたは SPT のブランチが不要になった場合、これらを解除することが可能となります。

自動 RP

この独自の機能により、ネットワーク内のルータまたはマルチレイヤ スイッチごとに RP 情報を手
動で設定する必要がなくなります。自動 RP を機能させるには、シスコ製ルータまたはマルチレイ
ヤ スイッチをマッピング エージェントとして設定します。マッピング エージェントは IP マルチ
キャストを使用して、候補 RP アナウンスメントを受信する候補 RP として設定可能なネットワー
ク内のルータまたはスイッチを取得します。候補 RP はマルチキャスト RP アナウンス メッセージ
を特定のグループまたはグループ範囲に定期的に送信し、それらが使用可能であることをアナウン

スします。

マッピング エージェントはこれらの候補 RP アナウンスメントをリスニングし、この情報を使用し
て、グループ /RP マッピング キャッシュにエントリを作成します。受信されたグループ /RP 範囲に
対して複数の候補 RP が RP アナウンスメントを送信した場合でも、この範囲には 1 つのマッピン
グ キャッシュ エントリのみが作成されます。RP アナウンス メッセージ着信時に、マッピング エー
ジェントは IP が最大であるルータまたはスイッチをアクティブ RP として選択し、この RP アドレ
スをグループ /RP マッピング キャッシュ内に保存します。

マッピング エージェントは、グループ /RP マッピング キャッシュの内容を定期的にマルチキャス
トします。このため、すべてのルータおよびスイッチで、サポート対象のグループに使用される RP
が自動的に検出されます。ルータまたはスイッチが RP ディスカバリ メッセージの受信に失敗し、
グループ /RP マッピング情報が期限切れになると、ルータまたはスイッチは、ip pim rp-addressグ
ローバル コンフィギュレーション コマンドによって定義された、スタティックに設定された RP に
切り替わります。スタティックに設定された RP が存在しない場合、ルータまたはスイッチはグルー
プの動作を DM に変更します。

複数の RP がさまざまなグループ範囲として、または互いのホット バックアップとして機能します。
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BSR

PIMv2 BSR は、グループ /RP マッピング情報をネットワーク内のすべての PIM ルータおよびマル
チレイヤ スイッチに配信する別の方法です。これにより、ネットワーク内のルータまたはスイッチ
ごとに RP 情報を手動で設定する必要がなくなります。ただし、BSR は IP マルチキャストを使用し
てグループ /RP マッピング情報を配信する代わりに、特殊な BSR メッセージをホップ単位でフラッ
ディングしてマッピング情報を配信します。

BSR は、BSR として機能するように設定されたドメイン内の一連の候補ルータおよびスイッチから
選択されます。選択メカニズムは、ブリッジングされた LAN で使用されるルートブリッジ選択メ
カニズムと類似しています。BSR の選択メカニズムの基準は、ネットワークを経由してホップ単位
で送信される BSR メッセージに格納されている、デバイスの BSR プライオリティです。各 BSR デ
バイスは BSR メッセージを調べ、自身の BSR プライオリティよりも BSR プライオリティが同等以
上で、BSR IP アドレスが大きなメッセージのみを、すべてのインターフェイスから転送します。こ
の方法によって、BSR が選択されます。

選択された BSR によって、Time to Live（TTL）値が 1 である BSR メッセージが送信されます。近
接する PIMv2 ルータまたはマルチレイヤ スイッチは BSR メッセージを受信し、TTL 値が 1 である
他のすべてのインターフェイス（BSR メッセージの着信インターフェイスを除く）にマルチキャス
トします。この方法で、BSR メッセージは PIM ドメイン内をホップ単位で移動します。BSR メッ
セージには現在の BSR の IP アドレスが格納されているため、候補 RP はフラッディング メカニズ
ムを使用し、どのデバイスが選択された BSR であるかを自動的に学習します。

候補 RP は候補 RP アドバタイズを送信し、対象となるグループ範囲を BSR に指示します。この情
報は、ローカルな候補 RP キャッシュに格納されます。BSR はドメイン内の他のすべての PIM デバ
イスに、BSR メッセージ内のこのキャッシュの内容を定期的にアドバタイズします。これらのメッ
セージはネットワークをホップ単位で移動し、すべてのルータおよびスイッチに送信されます。

BSR メッセージ内の RP 情報は、到達したルータおよびスイッチのローカルな RP キャッシュに格
納されます。すべてのルータおよびスイッチには一般的な RP ハッシュ アルゴリズムが使用される
ため、指定されたグループには同じ RP が選択されます。

マルチキャスト転送およびリバース パス チェック

ユニキャスト ルーティングの場合、ルータおよびマルチレイヤ スイッチは、送信元から IP パケッ
トの宛先アドレス フィールドに IP アドレスが格納されている宛先ホストへ、ネットワーク内の単
一のパスに沿ってトラフィックを送信します。パス上の各ルータおよびスイッチはユニキャスト

ルーティング テーブル内の宛先アドレスを参照し、指定されたインターフェイスを経由して、宛先
方向のネクストホップへパケットを転送します。その後、パケット内の宛先 IP アドレスを使用し
て、ユニキャスト転送判断を行います。

マルチキャスティングの場合、送信元は IP パケットの宛先アドレス フィールドに格納された、マ
ルチキャスト グループ アドレスで表されるホストの任意のグループにトラフィックを送信しま
す。着信マルチキャスト パケットの転送または、廃棄を決定するため、ルータまたはマルチレイヤ
スイッチで、パケットに対する Reverse Path Forwarding（RPF）チェックを実行します（図40-2を参照）。

1. ルータまたはマルチレイヤ スイッチは着信したマルチキャスト パケットの送信元アドレスを
調べ、リバース パス上のインターフェイスに着信したパケットを送信元に戻すかどうかを判別
します。

2. パケットが送信元に逆戻りするインターフェイスに着信した場合、RPF チェックは成功し、発
信インターフェイス リスト内のすべてのインターフェイス（ルータのすべてのインターフェイ
スとは限りません）にパケットが転送されます。

3. RPF チェックに失敗した場合、パケットは廃棄されます。
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DVMRP など一部のマルチキャスト ルーティング プロトコルでは、マルチキャスト ルーティング
テーブルは個別に維持され、RPF チェックに使用されます。ただし、PIM では RPF チェックを実行
するためにユニキャスト ルーティング テーブルが使用されます。

図 40-2に、送信元 151.10.3.21 からのマルチキャスト パケットを受信するポート 2 を示します。表
40-1を見ると、送信元へのリバース パス上にあるポートはポート 2 ではなくポート 1 であることが
わかります。RPF チェックに失敗したため、マルチレイヤ スイッチがパケットを廃棄します。送信
元 151.10.3.21 からの別のマルチキャスト パケットは、ポート 1 に着信します。ルーティング テー
ブルにより、このポートは送信元のリバース パス上にあることがわかります。RPF チェックに合格
したため、パケットは発信ポート リスト内のすべてのポートに転送されます。

図 40-2 RPF チェック

PIM は送信元ツリーと RP でルーティングされた共有ツリーを使用して、データグラムを転送しま
す（「PIM DM」[p.40-4] および「PIM SM」[p.40-5] を参照）。RPF チェックは、それぞれ異なる方法
で実行されます。

• PIM ルータまたはマルチレイヤ スイッチが送信元ツリー ステートである場合（つまり（S,G）
エントリがマルチキャスト ルーティング テーブル内にある場合）、マルチキャスト パケットの
送信元の IP アドレスに対して RPF チェックが実行されます。

• PIM ルータまたはマルチレイヤ スイッチが共有ツリー ステートである場合（および送信元ツ
リー ステートが明示されていない場合）、（メンバーがグループに参加している場合は既知であ
る）RP アドレスについて RPF チェックが実行されます。

PIM SM は RPF 参照機能を使用し、参加およびプルーニング メッセージを送信する必要があるかど
うかを判別します。

• （S,G）Join メッセージ（送信元ツリー ステート）は送信元に向け送信されます。

• （*,G）Join メッセージ（共有ツリー ステート）は RP に向け送信されます。

DVMRP および PIM DM では送信元ツリーのみが使用され、上記のように RPF が使用されます。

表 40-1 RPF チェック用のルーティング テーブルの例

ネットワーク ポート

151.10.0.0/16 ギガビット イーサネット 1/0/1

198.14.32.0/32 ギガビット イーサネット 1/0/3

204.1.16.0/24 ギガビット イーサネット 1/0/4

 151.10.3.21  151.10.3.21 

 0/1

 0/3  0/4

 0/2

10
12

42

 3 
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DVMRP の概要
DVMRP は多くのベンダーのデバイスに実装されており、パブリック ドメインでマルチキャスト
ルーティング（mroute）されたプログラムに基づいて動作します。このプロトコルは MBONE、お
よびその他のドメイン内マルチキャスト ネットワークに採用されています。

シスコ製ルータおよびマルチレイヤ スイッチでは PIM が動作し、マルチキャスト パケットの
DVMRP ネイバへの転送、および DVMRP ネイバからの受信を可能にします。DVMRP ルートを PIM
クラウド内に伝播したり、PIM クラウドを経由して伝播することもできます。ソフトウェアは
DVMRP ルートを伝播し、ルータやマルチレイヤ スイッチごとにこれらのルートのデータベースを
個別に構築します。ただし、PIM はこのルーティング情報をパケット転送判断に使用します。ソフ
トウェアに完全な DVMRP は実装されていません。ただし、DVMRP ルータのダイナミック ディス
カバリをサポートし、従来のメディア（イーサネットや Fiber Distributed Data Interface [FDDI] など）
または DVMRP 固有のトンネルを通して、これらを相互運用します。

DVMRP ネイバは、送信元ネットワーク ルーティング情報をルート レポート メッセージに格納し
て定期的に交換し、ルート テーブルを構築します。DVMRP ルーティング テーブルに格納されてい
るルーティング情報は、ユニキャスト ルーティング テーブルから独立し、送信元配信ツリーの構
築および、RPF によるマルチキャスト転送の実行に使用されます。

DVMRP は DM プロトコルです。抑制されたマルチキャスト モデルを使用して親子データベースを
構築し、マルチキャスト パケットの送信元でルーティングされた転送ツリーを構築します。マルチ
キャスト パケットはまず、この送信元ツリーの下方向にフラッディングされます。冗長パスが送信
元ツリー上にある場合、パケットはこれらのパスに沿って転送されません。これらの親子リンクで

Prune メッセージが受信されるまで転送が行われ、これによってマルチキャスト パケットのブロー
ドキャストが抑制されます。

CGMP の概要
このソフトウェア リリースは、スイッチ上で CGMP サーバ サポート機能を提供します。クライア
ント側の機能は提供されません。スイッチは、IGMP スヌーピングをサポートしない、CGMP クラ
イアント機能が組み込まれているデバイス用の CGMP サーバとして機能します。

CGMP はレイヤ 2 Catalyst スイッチに接続されたシスコ製ルータおよびマルチレイヤ スイッチで使
用され、IGMP で実行される作業と同様の作業を実行します。CGMP を使用すると、レイヤ 2 グルー
プ メンバーシップ情報を CGMP サーバからスイッチに通信できます。これにより、スイッチはす
べてのスイッチ インターフェイスにマルチキャスト トラフィックをフラッディングしないで、マ
ルチキャスト メンバーが存在するインターフェイスを取得できるようになります（IGMP スヌーピ
ングは、マルチキャスト パケットのフラッディングを抑制するためのもう 1 つの方法です）。詳細
については、第 24 章「IGMP スヌーピングおよび MVR の設定」を参照してください。

CGMP が必要となるのは、レイヤ 2 スイッチで IP マルチキャスト データ パケットと IGMP レポー
ト メッセージを区別できないためです。これらはともに MAC レベルで、同じグループ アドレスに
アドレッシングされます。
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マルチキャスト ルーティングおよびスイッチ スタック
すべてのマルチキャスト ルーティング プロトコルでは、スタック全体が単一ルータとしてネット
ワークに認識され、単一のマルチキャスト ルータとして動作します。

Catalyst 3750 スイッチ スタックでは、ルーティング マスター（スタック マスター）は次の機能を
実行します。

• スタックの IP マルチキャスト ルーティング機能を実行します。IP マルチキャスト ルーティン
グ プロトコルを完全に初期化して、実行します。

• スタック全体のマルチキャスト ルーティング テーブルを構築して、保持します。

• マルチキャスト ルーティング テーブルをすべてのスタック メンバーに配信します。

スタック メンバーは、次に示す機能を実行します。

• マルチキャスト ルーティング スタンバイ デバイスとして機能し、スタック マスターに障害が
発生した場合に処理を引き継ぎます。

スタック マスターに障害が発生すると、すべてのスタック メンバーは自身のマルチキャスト
ルーティング テーブルを削除します。新規に選択されたスタック マスターはルーティング
テーブルの構築を開始して、スタック メンバーに配信します。

（注） IP サービス イメージを実行しているスタック マスターで障害が発生し、新しく選択さ
れたスタック マスターが IP ベース イメージ（以前の標準マルチレイヤ イメージ [SMI]）
を実行している場合、そのスイッチ スタックのマルチキャスト ルーティング機能は失
われます。

スタック マスターの選択プロセスについては、第 5 章「スイッチ スタックの管理」を参照し
てください。

• マルチキャスト ルーティング テーブルを構築しないで、スタック マスターから配信されたマ
ルチキャスト ルーティング テーブルを使用します。
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IP マルチキャスト ルーティングの設定
ここでは、次の設定について説明します。

• マルチキャスト ルーティングのデフォルト設定（p.40-10）

• マルチキャスト ルーティング設定時の注意事項（p.40-10）

• 基本的なマルチキャスト ルーティングの設定（p.40-12）（必須）

• RP の設定（p.40-13）（インターフェイスが SM モードで、グループを sparse（疎）グループと
して扱う場合に必須）

• 自動 RP および BSR の使用法（p.40-24）（他社製の PIMv2 デバイスをシスコ製 PIM v1 デバイ
スと相互運用する場合に必須）

• RP マッピング情報の表示（p.40-25）（任意）

• PIMv1 および PIMv2 のインターオペラビリティに関するトラブルシューティング（p.40-25）（任
意）

マルチキャスト ルーティングのデフォルト設定
表 40-2に、マルチキャスト ルーティングのデフォルト設定を示します。

マルチキャスト ルーティング設定時の注意事項
スイッチ上でのマルチキャスト ルーティングの設定ミスを回避するには、ここに記載する情報を確
認してください。

• PIMv1 および PIMv2 のインターオペラビリティ（p.40-10）

• 自動 RP および BSR 設定時の注意事項（p.40-11）

PIMv1 および PIMv2 のインターオペラビリティ

シスコの PIMv2 実装機能を使用すると、バージョン 1 とバージョン 2 間でのインターオペラビリ
ティおよび変換が可能となります。ただし、若干の問題が発生する場合もあります。

PIMv2 に付加的にアップグレードすることができます。PIM バージョン 1 および 2 を、1 つのネッ
トワーク内の異なるルータおよびマルチレイヤ スイッチに設定できます。内部的には、共有メディ
ア ネットワーク上のすべてのルータおよびマルチレイヤ スイッチで同じ PIM バージョンを実行す

表 40-2 マルチキャスト ルーティングのデフォルト設定

機能 デフォルト設定

マルチキャスト ルーティング 全インターフェイスでディセーブル

PIM のバージョン バージョン 2

PIM モード モードは未定義

PIM RP アドレス 設定なし

PIM ドメイン境界 ディセーブル

PIM マルチキャスト境界 なし

候補 BSR ディセーブル

候補 RP ディセーブル

SPT スレッシュホールド レート 0 キロビット /秒

PIM ルータ クエリー メッセージ インターバル 30 秒
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る必要があります。したがって、PIMv2 デバイスが PIMv1 デバイスを検出した場合は、バージョン
1 デバイスがシャットダウンするかアップグレードされるまで、バージョン 2 デバイスはバージョ
ン 1 にダウングレードされます。

PIMv2 は BSR を使用して各グループ プレフィクスの RP 設定情報を検出し、PIM ドメイン内のす
べてのルータおよびマルチレイヤ スイッチにアナウンスします。自動 RP 機能を組み合わせること
により、PIMv2 BSR と同じ作業を PIMv1 で実行できます。ただし、自動 RP は PIMv1 から独立し
ている、スタンドアロンのシスコ独自のプロトコルで、PIMv2 は IETF 標準の追跡プロトコルです。
したがって、PIMv2 の使用を推奨します。BSR メカニズムは、シスコ製ルータおよびマルチレイヤ
スイッチ上の自動 RP と相互動作します。詳細については、「自動 RP および BSR 設定時の注意事
項」（p.40-11）を参照してください。

PIMv2 デバイスを PIMv1 デバイスと相互動作させる場合は、自動 RP を事前に導入しておく必要が
あります。自動 RP マッピング エージェントでもある PIMv2 BSR は、自動 RP で選択された RP を
自動的にアドバタイズします。つまり、自動 RP によって、グループ内のルータまたはマルチレイ
ヤごとに 1 つの RP が設定されます。ドメイン内のルータおよびスイッチの中には、複数の RP を
選択するために PIMv2 ハッシュ機能を使用しないものもあります。

PIMv1 と PIMv2 が混在する領域内の DM グループは、特殊な設定を行わなくても自動的に相互動
作します。

PIMv1 の自動 RP 機能は PIMv2 RP 機能と相互動作するため、PIMv1 と PIMv2 が混在する領域内に
SM グループを設定できます。すべての PIMv2 デバイスで PIMv1 を使用できますが、RP を PIMv2
にアップグレードすることを推奨します。PIMv2 への変換を簡単に行うための推奨事項は次のとお
りです。

• 領域全体で自動 RP を使用します。

• 領域全体で SM-DM を設定します。

自動 RP がまだ PIMv1 領域に設定されていない場合は、自動 RP を設定してください。詳細につい
ては、「自動 RP の設定」（p.40-15）を参照してください。

自動 RP および BSR 設定時の注意事項

PIMv2 は 2 つの方法で使用できます。1 つはバージョン 2 をネットワーク内で排他的に使用する方
法、もう 1 つは PIM バージョンの混在環境を採用してバージョン 2 に移行する方法です。

• 使用しているネットワークがすべてシスコ製ルータおよびマルチレイヤ スイッチである場合
は、自動 RP または BSR のいずれかを使用できます。

• ネットワークに他社製のルータがある場合は、BSR を使用する必要があります。

• シスコの PIMv1 および PIMv2 ルータとマルチレイヤ スイッチ、および他社製のルータがある
場合は、自動 RP と BSR の両方を使用する必要があります。ネットワークに他のベンダー製の
ルータが含まれる場合には、シスコの PIMv2 デバイス上に自動 RP マッピング エージェントと
BSR を設定します。BSR と他社製の PIMv2 デバイス間のパス上に、PIMv1 デバイスが配置さ
れていないことを確認してください。

• ブートストラップ メッセージはホップ単位で送信されるため、PIMv1 デバイスの場合、これら
のメッセージはネットワーク内の一部のルータおよびマルチレイヤ スイッチに到達しません。
このため、ネットワーク内に PIMv1 デバイスがあり、シスコ製ルータおよびマルチレイヤ ス
イッチのみが存在する場合は、自動 RP を使用してください。

• ネットワーク内に他社製のルータが存在する場合は、シスコ PIMv2 ルータまたはマルチレイヤ
スイッチに自動 RP マッピング エージェントおよび BSR を設定します。BSR と他社製の PIMv2
ルータ間のパス上に、PIMv1 デバイスが配置されていないことを確認してください。
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• シスコ製 PIMv1 ルータおよびマルチレイヤ スイッチと他社製の PIMv2 ルータを相互動作させ
る場合は、自動 RP と BSR の両方が必要です。シスコ PIMv2 デバイスを、自動 RP マッピング
エージェントと BSR の両方に設定してください。詳細については、「自動 RP および BSR の使
用法」（p.40-24）を参照してください。

基本的なマルチキャスト ルーティングの設定
IP マルチキャスト ルーティングをイネーブルにし、PIM バージョンおよび PIM モードを設定する
必要があります。その後、ソフトウェアはマルチキャスト パケットを転送し、スイッチはマルチ
キャスト ルーティング テーブルに読み込みます。

インターフェイスは PIM DM、SM、または SM-DM のいずれかに設定できます。スイッチがマルチ
キャスト ルーティング テーブルにパケットを読み込む方法および直接接続された LAN から受信さ
れたマルチキャスト パケットを転送する方法は、モードによって決まります。IP マルチキャスト
ルーティングを実行するには、インターフェイスに対して、これらの PIM モードのいずれかをイ
ネーブルにする必要があります。インターフェイスで PIM をイネーブルにすると、同じインター
フェイス上で IGMP 処理もイネーブルになります。

マルチキャスト ルーティング テーブルへのパケット読み込みでは、DM インターフェイスは常に
テーブルに追加されます。SM インターフェイスがテーブルに追加されるのは、ダウンストリーム
デバイスから定期的な Join メッセージを受信した場合、またはインターフェイスに直接接続された
メンバーが存在する場合に限ります。LAN から転送する場合、グループが認識している RP があれ
ば、SM 動作が行われます。その場合、パケットはカプセル化され、その RP に送信されます。認
識している RP がなければ、パケットは DM 方式でフラッディングされます。特定の送信元からの
マルチキャスト トラフィックが十分であれば、レシーバーの先頭ホップ ルータからその送信元に
Join メッセージが送信され、送信元を基点とする配信ツリーが構築されます。

デフォルトでは、マルチキャスト ルーティングはディセーブルとなっており、モードは設定されて
いません。この手順は必須です。

IP マルチキャストをイネーブルにし、PIM バージョンおよび PIM モードを設定するには、イネー
ブル EXEC モードで次の手順を実行します。この手順は必須です。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 ip multicast-routing distributed IP マルチキャストによる分散スイッチングをイネーブルにします。

ステップ 3 interface interface-id マルチキャスト ルーティングをイネーブルにするレイヤ 3 インター
フェイスを指定して、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。

次のいずれかのインターフェイスを指定する必要があります。

• ルーテッド ポート：no switchport インターフェイス コンフィ
ギュレーション コマンドを入力して、レイヤ 3 ポートとして設
定された物理ポートです。

• SVI：interface vlan vlan-idグローバル コンフィギュレーション
コマンドを使用して作成された VLAN（仮想 LAN）インター
フェイスです。

これらのインターフェイスには、IP アドレスを割り当てる必要があ
ります。詳細については、「レイヤ 3 インターフェイスの設定」
（p.11-27）を参照してください。
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マルチキャスティングをディセーブルにするには、no ip multicast-routing distributedグローバル コ
ンフィギュレーション コマンドを使用します。デフォルトの PIM バージョンに戻すには、no ip pim
version インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。インターフェイスで
PIM をディセーブルにするには、no ip pimインターフェイス コンフィギュレーション コマンドを
使用します。

RP の設定
インターフェイスが SM-DM で、グループを sparse（疎）グループとして扱う場合には、RP を設定
する必要があります。ここに記載するいくつかの方法を使用することができます。

• マルチキャスト グループへの RP の手動割り当て（p.40-14）

• 自動 RP の設定（p.40-15）（PIMv1 から独立した、スタンドアロンのシスコ独自のプロトコル）

• PIMv2 BSR の設定（p.40-20）（IETF 標準の追跡プロトコル）

動作中の PIM バージョン、およびネットワーク内のルータ タイプに応じて、自動 RP、BSR、また
はこれらを組み合わせて使用できます。詳細については、「PIMv1 および PIMv2 のインターオペラ
ビリティ」（p.40-10）および「自動 RP および BSR 設定時の注意事項」（p.40-11）を参照してください。

ステップ 4 ip pim version [1 | 2] インターフェイスに PIM バージョンを設定します。

デフォルトでは、バージョン 2 がイネーブルです（推奨設定）。

PIMv2 モードのインターフェイスに PIMv1 ネイバが存在する場合、
インターフェイスは自動的に PIMv1 モードにダウングレードされ
ます。バージョン 1 のすべてのネイバがシャットダウンするかアッ
プグレードされると、インターフェイスはバージョン 2 モードに戻
ります。

詳細については、「PIMv1 および PIMv2 のインターオペラビリティ」
（p.40-10）を参照してください。

ステップ 5 ip pim {dense-mode | sparse-mode | 
sparse-dense-mode}

インターフェイスで PIM モードをイネーブルにします。

デフォルトで、モードは設定されていません。

キーワードの意味は次のとおりです。

• dense-mode ― DM 動作をイネーブルにします。

• sparse-mode ― SM 動作をイネーブルにします。SM を設定する
場合は、RP も設定する必要があります。詳細については、「RP
の設定」（p.40-13）を参照してください。

• sparse-dense-mode ― グループが属するモードでインターフェ
イスが処理されます。DM-SM 設定を推奨します。

（注） インターフェイスで PIM モードをイネーブルにすると、ip
mroute-cache distributed インターフェイス コンフィギュ
レーション コマンドがインターフェイスに自動入力され
て、実行コンフィギュレーションに格納されます。

ステップ 6 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 7 show running-config 設定を確認します。

ステップ 8 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明
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マルチキャスト グループへの RP の手動割り当て

ここでは、RP を手動で割り当てる方法について説明します。ダイナミック メカニズム（自動 RP や
BSR など）を使用してグループの RP を取得する場合、RP を手動で割り当てる必要はありません。

マルチキャスト トラフィックの送信側は、送信元の先頭ホップ ルータ（指定ルータ）から受信し
て RP に転送される Register メッセージを通し、自身の存在をアナウンスします。マルチキャスト
パケットの受信側は RP を使用し、マルチキャスト グループに参加します。この場合は、明示的な
Join メッセージが使用されます。RP はマルチキャスト グループのメンバーではなく、マルチキャ
スト送信元およびグループ メンバーの「合流地点」として機能します。

アクセス リストで定義される複数のグループに、単一の RP を設定できます。グループに RP が設
定されていない場合、マルチレイヤ スイッチは PIM DM 技術を使用し、グループを dense（密）と
して処理します。

RP のアドレスを手動で設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。この手
順は任意です。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 ip pim rp-address ip-address 
[access-list-number] [override]

PIM RP のアドレスを設定します。

デフォルトで、PIM RP アドレスは設定されていません。すべての
ルータおよびマルチレイヤ スイッチ（RP を含む）で、RP の IP アド
レスを設定する必要があります。グループに RP が設定されていな
い場合、スイッチは PIM DM 技術を使用し、グループを dense（密）
として処理します。

1 台の PIM デバイスを、複数のグループの RP にすることができま
す。1 つの PIM ドメイン内で一度に使用できる RP アドレスは、1 つ
だけです。アクセス リストの条件は、デバイスがどのグループの RP
であるかを指定します。

• ip-addressには、RP のユニキャスト アドレスをドット付き 10 進
表記で入力します。

• （任意）access-list-numberを指定する場合は、1 ～ 99 の IP 標準
アクセス リスト番号を入力します。アクセス リストが設定され
ていない場合は、すべてのグループに RP が使用されます。

• （任意）overrideキーワードを指定すると、このコマンドによっ
て設定された RP と、自動 RP または BSR で取得された RP との
間に矛盾が生じた場合に、このコマンドによって設定された RP
が優先されます。
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RP アドレスを削除するには、no ip pim rp-address ip-address [access-list-number] [override] グローバ
ル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

次に、マルチキャスト グループ 225.2.2.2 の場合のみ、RP のアドレスを 147.106.6.22 に設定する例
を示します。

Switch(config)# access-list 1 permit 225.2.2.2 0.0.0.0
Switch(config)# ip pim rp-address 147.106.6.22 1

自動 RP の設定

自動 RP は IP マルチキャストを使用し、グループ /RP マッピングを PIM ネットワーク内のすべて
のシスコ製ルータおよびマルチレイヤ スイッチに自動配信します。自動 RP には次の利点がありま
す。

• ネットワーク内で複数の RP を使用し、複数のグループ範囲を処理する作業が簡単になります。

• 複数の RP 間で負荷を分散し、グループに参加するホストの場所に従って RP を配置することが
できます。

• PIM ネットワーク内のすべてのルータおよびマルチレイヤ スイッチで矛盾が発生しなくなり、
手動による RP 設定が不要になります。この結果、接続問題を引き起こす要因が取り除かれま
す。

（注） PIM を SM または SM-DM に設定し、自動 RP を設定しない場合は、RP を手動で設定する必要があ
ります（「マルチキャスト グループへの RP の手動割り当て」[p.40-14] を参照）。

（注） ルーテッド インターフェイスが SM に設定されていると、すべてのデバイスが自動 RP グループの
手動 RP アドレスによって設定されている場合も、自動 RP を使用できます。

ステップ 3 access-list access-list-number {deny | 
permit} source [source-wildcard]

標準アクセス リストを作成します。必要な回数だけこのコマンドを
繰り返します。

• access-list-numberには、ステップ 2 で指定したアクセス リスト
番号を入力します。

• denyキーワードを指定すると、条件が一致した場合にアクセス
が拒否されます。permit キーワードを指定すると、条件が一致
した場合にアクセスが許可されます。

• sourceには、RP が使用されるマルチキャスト グループのアドレ
スを入力します。

• （任意）source-wildcardを指定する場合は、送信元に適用するワ
イルドカード ビットをドット付き 10 進表記で入力します。無
視するビット位置に 1 を配置します。

アクセス リストの末尾には、すべてに適用される暗黙の拒否ステー
トメントが常に存在することに注意してください。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show running-config 設定を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明
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ここでは、自動 RP を設定する方法について説明します。

• 新規インターネットワークでの自動 RP の設定（p.40-16）（任意）

• 既存の SM クラウドへの自動 RP の追加（p.40-16）（任意）

• 問題のある RP への Join メッセージの送信禁止（p.40-18）（任意）

• 着信 RP アナウンスメント メッセージのフィルタリング（p.40-18）（任意）

概要については、「自動 RP」（p.40-5）を参照してください。

新規インターネットワークでの自動 RP の設定

新規インターネットワーク内に自動 RP を設定している場合は、すべてのインターフェイスが
SM-DM に設定されるため、デフォルトの RP は不要です。「既存の SM クラウドへの自動 RP の追
加」（p.40-16）に記載された手順に従ってください。ただし、PIM ルータをローカル グループの RP
として設定する場合は、ステップ 3 を省略してください。

既存の SM クラウドへの自動 RP の追加

ここでは、最初に自動 RP を既存の SM クラウドに導入し、既存のマルチキャスト インフラストラ
クチャができるだけ破壊されないようにする方法について説明します。

既存の SM クラウドに自動 RP を導入するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。
この手順は任意です。

コマンド 説明

ステップ 1 show running-config すべての PIM デバイス上でデフォルトの RP が設定されているこ
と、および RP が SM ネットワーク内にあることを確認します。RP
は、ip pim rp-addressグローバル コンフィギュレーション コマンド
によって設定済みです。

SM-DM 環境の場合、このステップは不要です。

選択された RP は接続が良好で、ネットワークで使用可能となる必
要があります。この RP は、グローバル グループ（224.x.x.x やその
他のグローバル グループなど）に対して使用されます。この RP で
処理されるグループ アドレス範囲は再設定しないでください。自動
RP によってダイナミックに検出された RP は、スタティックに設定
された RP よりも優先されます。ローカル グループ用に 2 番めの RP
を使用することもできます。

ステップ 2 configure terminal 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。
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ステップ 3 ip pim send-rp-announce interface-id 
scope ttl group-list access-list-number 
interval seconds

別の PIM デバイスをローカル グループの候補 RP として設定しま
す。

• interface-idには、RP アドレスを識別するインターフェイス タイ
プおよび番号を入力します。有効なインターフェイスは、物理

ポート、ポート チャネル、VLAN などです。

• scope ttl には、ホップの Time to Live（TTL）値を指定します。
RP アナウンス メッセージがネットワーク内のすべてのマッピ
ング エージェントに到達するように、十分な大きさのホップ数
を入力します。デフォルト設定はありません。指定できる範囲

は 1 ～ 255 です。

• group-list access-list-numberには、1 ～ 99 の IP 標準アクセス リ
スト番号を入力します。アクセス リストが設定されていない場
合は、すべてのグループに RP が使用されます。

• interval secondsには、アナウンスメント メッセージを送信する
頻度を指定します。デフォルト値は 60 秒です。指定できる範囲
は 1 ～ 16383 です。

ステップ 4 access-list access-list-number {deny | 
permit} source [source-wildcard]

標準アクセス リストを作成します。必要な回数だけこのコマンドを
繰り返します。

• access-list-numberには、ステップ 3 で指定したアクセス リスト
番号を入力します。

• denyキーワードを指定すると、条件が一致した場合にアクセス
が拒否されます。permit キーワードを指定すると、条件が一致
した場合にアクセスが許可されます。

• sourceには、RP が使用されるマルチキャスト グループのアドレ
ス範囲を入力します。

• （任意）source-wildcardを指定する場合は、送信元に適用するワ
イルドカード ビットをドット付き 10 進表記で入力します。無
視するビット位置に 1 を配置します。

アクセス リストの末尾には、すべてに適用される暗黙の拒否ステー
トメントが常に存在することに注意してください。

ステップ 5 ip pim send-rp-discovery scope ttl 接続が中断される可能性がないスイッチを検索し、RP マッピング
エージェントの役割を割り当てます。

scope ttl には、ホップの TTL 値を指定し、RP ディスカバリ パケッ
トを制限します。ホップ数内にあるすべてのデバイスは、送信元デ

バイスから自動 RP ディスカバリ メッセージを受信します。これら
のメッセージは他のデバイスに対し、矛盾（グループ /RP 範囲の重
なりなど）を回避するために使用されるグループ /RP マッピングを
通知します。デフォルト設定はありません。指定できる範囲は 1 ～
255 です。

ステップ 6 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 7 show running-config

show ip pim rp mapping

show ip pim rp 

設定を確認します。

関連するマルチキャスト ルーティング エントリとともに保管され
ているアクティブな RP を表示します。

ルーティング テーブルに保管されている情報を表示します。

ステップ 8 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明
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候補 RP として設定された PIM デバイスを解除するには、no ip pim send-rp-announce interface-idグ
ローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。RP マッピング エージェントとして設定
されたスイッチを解除するには、no ip pim send-rp-discovery グローバル コンフィギュレーション
コマンドを使用します。

次に、最大ホップ数が 31 であるすべての PIM 対応インターフェイスから RP アナウンスメントを
送信する例を示します。ポート 1 の IP アドレスは RP です。アクセス リスト 5 には、このスイッ
チが RP として機能するグループが記述されています。

Switch(config)# ip pim send-rp-announce gigabitethernet1/0/1 scope 31 group-list 5
Switch(config)# access-list 5 permit 224.0.0.0 15.255.255.255

問題のある RP への Join メッセージの送信禁止

ip pim accept-rp コマンドがネットワーク全体に設定されているかどうかを判別するには、show
running-configイネーブル EXEC コマンドを使用します。ip pim accept-rpコマンドが設定されてい
ないデバイスがある場合は、あとでこの問題を解決できます。ルータまたはマルチレイヤ スイッチ
が ip pim accept-rp コマンドによってすでに設定されている場合は、このコマンドを再入力し、新
規にアドバタイズされる RP を許可する必要があります。

自動 RP によってアドバタイズされるすべての RP を許可し、他のすべての RP をデフォルトで拒否
するには、ip pim accept-rp auto-rpグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。こ
の手順は任意です。

すべてのインターフェイスが SM の場合はデフォルト設定の RP を使用し、既知のグループ
224.0.1.39 および 224.0.1.40 をサポートします。自動 RP はこれら 2 つの既知のグループを使用し、
RP マッピング情報を収集、配信します。ip pim accept-rp auto-rp コマンドが設定されている場合
は、RP を許可する別の ip pim accept-rpコマンドを次のように設定してください。

Switch(config)# ip pim accept-rp 172.10.20.1 1
Switch(config)# access-list 1 permit 224.0.1.39
Switch(config)# access-list 1 permit 224.0.1.40

着信 RP アナウンスメント メッセージのフィルタリング

マッピング エージェントにコンフィギュレーション コマンドを追加すると、故意に不正設定され
たルータが候補 RP として動作し問題を引き起こさないようにすることができます。

着信 RP アナウンスメント メッセージをフィルタリングするには、イネーブル EXEC モードで次の
手順を実行します。この手順は任意です。
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着信 RP アナウンスメント メッセージに関するフィルタを削除するには、
no ip pim rp-announce-filter rp-list access-list-number [group-list access-list-number] グローバル コン
フィギュレーション コマンドを使用します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 ip pim rp-announce-filter rp-list 
access-list-number group-list 
access-list-number

着信 RP アナウンスメント メッセージをフィルタリングします。

ネットワーク内のマッピング エージェントごとに、このコマンドを
入力します。このコマンドを使用しないと、すべての着信 RP アナ
ウンスメント メッセージがデフォルトで許可されます。

rp-list access-list-numberを指定する場合は、候補 RP アドレスのアク
セス リストを設定します。アクセス リストが許可されている場合
は、group-list access-list-number変数で指定されたグループ範囲に対
してアクセス リストを使用できます。この変数を省略すると、すべ
てのマルチキャスト グループにフィルタが適用されます。

複数のマッピング エージェントを使用する場合は、グループ /RP
マッピング情報に矛盾が生じないようにするため、すべてのマッピ

ング エージェント間でフィルタを統一する必要があります。

ステップ 3 access-list access-list-number {deny | 
permit} source [source-wildcard]

標準アクセス リストを作成します。必要な回数だけこのコマンドを
繰り返します。

• access-list-numberには、ステップ 2 で指定したアクセス リスト
番号を入力します。

• denyキーワードを指定すると、条件が一致した場合にアクセス
が拒否されます。permit キーワードを指定すると、条件が一致
した場合にアクセスが許可されます。

• どのルータおよびマルチレイヤ スイッチからの候補 RP アナウ
ンスメント（rp-list Access Control List［ACL; アクセス制御リス
ト］）がマッピング エージェントによって許可されるかを指定
するアクセス リストを作成します。

• 許可または拒否するマルチキャスト グループの範囲を指定する
アクセス リスト（グループリスト ACL）を作成します。

• sourceには、RP が使用されるマルチキャスト グループのアドレ
ス範囲を入力します。

• （任意）source-wildcardを指定する場合は、送信元に適用するワ
イルドカード ビットをドット付き 10 進表記で入力します。無
視するビット位置に 1 を配置します。

アクセス リストの末尾には、すべてに適用される暗黙の拒否ステー
トメントが常に存在することに注意してください。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show running-config 設定を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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次に、候補 RP アナウンスメントが不正な候補 RP から許可されないようにするために使用される
自動 RP マッピング エージェントの設定例を示します。

Switch(config)# ip pim rp-announce-filter rp-list 10 group-list 20
Switch(config)# access-list 10 permit host 172.16.5.1
Switch(config)# access-list 10 permit host 172.16.2.1
Switch(config)# access-list 20 deny 239.0.0.0 0.0.255.255
Switch(config)# access-list 20 permit 224.0.0.0 15.255.255.255

この例では、マッピング エージェントは 2 つのデバイス（172.16.5.1 および 172.16.2.1）からの候補
RP アナウンスのみを許可します。マッピング エージェントは 2 つのデバイスからの候補 RP アナ
ウンスメントのうち、グループ範囲が 224.0.0.0 ～ 239.255.255.255 であるマルチキャスト グループ
宛のアナウンスメントのみを許可します。マッピング エージェントは、ネットワーク内の他のデバ
イスからの候補 RP アナウンスメントを許可しません。さらに、候補 RP アナウンスメントが
239.0.0.0 ～ 239.255.255.255 の範囲のグループに宛てたものである場合、マッピング エージェント
は 172.16.5.1 または 172.16.2.1 からの候補 RP アナウンスメントを許可しません。この範囲は、管理
の有効範囲付きアドレス範囲です。

PIMv2 BSR の設定

ここでは、PIMv2 ネットワークでの BSR の設定方法について説明します。

• PIM ドメイン境界の定義（p.40-20）（任意）

• IP マルチキャスト境界の定義（p.40-21）（任意）

• 候補 BSR の設定（p.40-22）（任意）

• 候補 RP の設定（p.40-23）（任意）

概要については、「BSR」（p.40-6）を参照してください。

PIM ドメイン境界の定義

IP マルチキャストの普及に伴い、PIMv2 ドメインと別の PIMv2 ドメインが境界を挟んで隣接する
場合が増えています。これらの 2 つのドメインは同じ RP、BSR、候補 RP、および候補 BSR のセッ
トを共有していないことが多いため、PIMv2 BSR メッセージがドメインの内外に流れないようにす
る必要があります。このメッセージがドメイン境界を通過すると、通常の BSR 選択メカニズムに
悪影響が及んだり、境界に位置するすべてのドメインで単一の BSR が選択されたり、候補 RP アド
バタイズが共存し、間違ったドメイン内で RP が選択されたりすることがあります。

PIM ドメイン境界を定義するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。この手順は
任意です。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id 設定するインターフェイスを指定し、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。

ステップ 3 ip pim bsr-border PIM ドメイン用の PIM ブートストラップ メッセージ境界を定義し
ます。

境界に位置する他の PIM ドメインに接続されているインターフェ
イスごとに、このコマンドを入力します。このコマンドを実行する

と、スイッチは、このインターフェイス上で PIMv2 BSR メッセージ
を送受信しないように指示されます（図 40-3を参照）。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。
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PIM 境界を削除するには、no ip pim bsr-borderインターフェイス コンフィギュレーション コマン
ドを使用します。

図 40-3 PIMv2 BSR メッセージの抑制

IP マルチキャスト境界の定義

自動 RP メッセージが PIM ドメインに入らないようにする場合は、マルチキャスト境界を定義しま
す。自動 RP 情報を伝達する 224.0.1.39 および 224.0.1.40 宛のパケットを拒否するアクセス リスト
を作成します。

マルチキャスト境界を定義するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。この手順
は任意です。

ステップ 5 show running-config 設定を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明

10
12
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PIMv2 PIMv2 

ip pim bsr-border ip pim bsr-border

BSR 

 3  3 

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 access-list access-list-number deny source 
[source-wildcard]

標準アクセス リストを作成します。必要な回数だけこのコマン
ドを繰り返します。

• access-list-numberの範囲は 1 ～ 99 です。

• deny キーワードを指定すると、条件が一致した場合にアク
セスが拒否されます。

• sourceには、自動 RP 情報を伝達するマルチキャスト アドレ
ス 224.0.1.39 および 224.0.1.40 を入力します。

• （任意）source-wildcard を指定する場合は、送信元に適用す
るワイルドカード ビットをドット付き 10 進表記で入力しま
す。無視するビット位置に 1 を配置します。

アクセス リストの末尾には、すべてに適用される暗黙の拒否ス
テートメントが常に存在することに注意してください。

ステップ 3 interface interface-id 設定するインターフェイスを指定し、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。



第 40章      IP マルチキャスト ルーティングの設定
IP マルチキャスト ルーティングの設定

40-22
Catalyst 3750 スイッチ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

78-16180-06-J

境界を削除するには、no ip multicast boundaryインターフェイス コンフィギュレーション コマン
ドを使用します。

次に、自動 RP 情報を拒否する IP マルチキャスト境界のコンフィギュレーション例の一部を示しま
す。

Switch(config)# access-list 1 deny 224.0.1.39
Switch(config)# access-list 1 deny 224.0.1.40
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# ip multicast boundary 1

候補 BSR の設定

候補 BSR を、1 つまたは複数設定できます。候補 BSR として機能するデバイスは、他のデバイス
と正しく接続され、ネットワークのバックボーン部分に配置されている必要があります。

スイッチを候補 BSR として設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。こ
の手順は任意です。

候補 BSR として設定されたデバイスを解除するには、no ip pim bsr-candidateグローバル コンフィ
ギュレーション コマンドを使用します。

ステップ 4 ip multicast boundary access-list-number ステップ 2 で作成したアクセス リストを指定し、境界を設定し
ます。

ステップ 5 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 show running-config 設定を確認します。

ステップ 7 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 ip pim bsr-candidate interface-id 
hash-mask-length [priority]

候補 BSR となるようにスイッチを設定します。

• interface-idには、スイッチを候補 BSR に設定するときに BSR ア
ドレスの取得元となる、スイッチ上のインターフェイスを入力

します。このインターフェイスは PIM を使用してイネーブルに
する必要があります。有効なインターフェイスは、物理ポート、

ポート チャネル、VLAN などです。

• hash-mask-lengthには、ハッシュ機能を呼び出す前に、グループ
アドレスとの AND 条件となるマスク長（最大 32 ビット）を指
定します。ハッシュ元が同じであるすべてのグループは、同じ

RP に対応します。たとえば、マスク長が 24 の場合、グループ
アドレスの最初の 24 ビットのみが使用されます。

• （任意）priority を指定する場合は、0 ～ 255 の番号を入力しま
す。プライオリティが大きな BSR が優先されます。このプライ
オリティ値が同じである場合は、大きな IP アドレスを持つデバ
イスが BSR として選択されます。デフォルト値は 0 です。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show running-config 設定を確認します。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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次に、候補 BSR の設定例を示します。この例では、アドバタイズ済み BSR アドレスとしてポート
上の IP アドレス 172.21.24.18 を、hash-mask-length として 30 ビットを使用します。プライオリティ
は 10 です。

Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/2
Switch(config-if)# ip address 172.21.24.18 255.255.255.0
Switch(config-if)# ip pim sparse-dense-mode
Switch(config-if)# ip pim bsr-candidate gigabitethernet1/0/2 30 10

候補 RP の設定

候補 RP を、1 つまたは複数設定することができます。BSR と同様、RP は他のデバイスと正しく接
続され、ネットワークのバックボーン部分に配置されている必要があります。RP は IP マルチキャ
スト アドレス スペース全体、またはその一部を処理します。候補 RP は候補 RP アドバタイズを
BSR に送信します。RP となるデバイスを決定するときは、次の可能性を考慮してください。

• 自動 RP のみが使用されているシスコ製ルータおよびマルチレイヤ スイッチで構成されるネッ
トワークでは、すべてのデバイスを RP として設定できます。

• シスコの PIMv2 ルータおよびマルチレイヤ スイッチと、他のベンダーのルータのみで構成さ
れるネットワークでは、すべてのデバイスを RP として使用できます。

• シスコの PIMv1 ルータ、PIMv2 ルータ、および他のベンダーのルータで構成されるネットワー
クでは、シスコ PIMv2 ルータおよびマルチレイヤ スイッチを RP として設定できます。

スイッチが自身を PIMv2 候補 RP として BSR にアドバタイズするよう設定するには、イネーブル
EXEC モードで次の手順を実行します。この手順は任意です。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 ip pim rp-candidate interface-id 
[group-list access-list-number]

候補 RP となるようにスイッチを設定します。

• interface-idには、対応する IP アドレスが候補 RP アドレスとし
てアドバタイズされるインターフェイスを指定します。有効な

インターフェイスは、物理ポート、ポート チャネル、VLAN な
どです。

• （任意）group-list access-list-number を指定する場合は、1 ～ 99
の IP 標準アクセス リスト番号を入力します。group-list を指定
しない場合は、スイッチがすべてのグループの候補 RP となり
ます。

ステップ 3 access-list access-list-number {deny | 
permit} source [source-wildcard]

標準アクセス リストを作成します。必要な回数だけこのコマンドを
繰り返します。

• access-list-numberには、ステップ 2 で指定したアクセス リスト
番号を入力します。

• denyキーワードを指定すると、条件が一致した場合にアクセス
が拒否されます。permit キーワードを指定すると、条件が一致
した場合にアクセスが許可されます。

• source には、パケットの送信元であるネットワークまたはホス
トの番号を入力します。

• （任意）source-wildcardを指定する場合は、送信元に適用するワ
イルドカード ビットをドット付き 10 進表記で入力します。無
視するビット位置に 1 を配置します。

アクセス リストの末尾には、すべてに適用される暗黙の拒否ステー
トメントが常に存在することに注意してください。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。
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候補 RP として設定されたデバイスを解除するには、no ip pim rp-candidate interface-idグローバル
コンフィギュレーション コマンドを使用します。

次に、スイッチが自身を候補 RP として PIM ドメイン内の BSR にアドバタイズするよう設定する
例を示します。標準アクセス リスト 4 により、ポートで識別されるアドレスを持つ RP に対応する
グループ プレフィクスが指定されます。この RP は、プレフィクスが 239 であるグループを処理し
ます。

Switch(config)# ip pim rp-candidate gigabitethernet1/0/2 group-list 4
Switch(config)# access-list 4 permit 239.0.0.0 0.255.255.255

自動 RP および BSR の使用法
ネットワーク上のルータがすべてシスコ製デバイスである（他のベンダー製のルータが存在しな

い）場合には、BSR を設定する必要はありません。PIMv1 と PIMv2 が両方とも動作しているネッ
トワークに、自動 RP を設定します。

シスコ製 PIMv1 ルータおよびマルチレイヤ スイッチと他社製の PIMv2 ルータを相互動作させる場
合は、自動 RP と BSR の両方が必要です。シスコ製 PIMv2 ルータまたはマルチレイヤ スイッチを、
自動 RP マッピング エージェントと BSR の両方に設定してください。

BSR を 1 つまたは複数使用する必要がある場合は、次の推奨事項に従ってください。

• 候補 BSR を自動 RP 用の RP マッピング エージェントとして設定します。詳細については、「自
動 RP の設定」（p.40-15）および「候補 BSR の設定」（p.40-22）を参照してください。

• グループ プレフィクスが自動 RP によってアドバタイズされた場合は、異なる RP セットによっ
て処理されたこれらのグループ プレフィクスのサブ範囲が、PIMv2 BSR メカニズムによってア
ドバタイズされないようにする必要があります。PIMv1 および PIMv2 ドメインが混在する環境
では、バックアップ RP で同じグループ プレフィクスが処理されるように設定します。このよ
うにすると、RP マッピング データベースの最長一致検索によって、PIMv2 DR はこれらの
PIMv1 DR から異なる RP を選択できなくなります。

グループ /RP マッピングの一貫性を確認するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行しま
す。この手順は任意です。

ステップ 5 show running-config 設定を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明

コマンド 説明

ステップ 1 show ip pim rp [[group-name | 
group-address] | mapping]

任意のシスコ製デバイスに関して、使用可能な RP マッピングを表
示します。

• （任意）group-name を指定する場合は、RP を表示するグループ
の名前を指定します。

• （任意）group-address を指定する場合は、RP を表示するグルー
プのアドレスを指定します。

• （任意）シスコ製デバイスによって認識されている（設定されて
いる、または自動 RP によって取得されている）すべてのグルー
プ /RP マッピングを表示するには、mapping キーワードを使用
します。

ステップ 2 show ip pim rp-hash group PIMv2 ルータまたはマルチレイヤ スイッチ上で、PIMv1 システムで
選択されている RP と同じ RP が使用されていることを確認します。

groupには、RP 情報を表示するグループ アドレスを入力します。
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RP マッピング情報の表示
RP マッピング情報を表示するには、イネーブル EXEC モードで次のコマンドを使用します。

• show ip pim bsr ― 現在選択されている BSR の情報を表示します。

• show ip pim rp-hash group ― 指定グループに選択されている RP を表示します。

• show ip pim rp [group-name | group-address | mapping] ― スイッチが RP を取得する方法（BSR 経
由か、または自動 RP メカニズムによるか）を表示します。

PIMv1 および PIMv2 のインターオペラビリティに関するトラブルシューティング
PIMv1 および PIMv2 間のインターオペラビリティに関する問題を解決するには、次の点を順に
チェックします。

1. show ip pim rp-hashイネーブル EXEC コマンドを使用して RP マッピングを確認し、すべての
システムが同じグループの同じ RP に同意していることを確認します。

2. DR と RP の各バージョン間のインターオペラビリティを確認し、RP が DR と適切に相互作用
していることを確認します（この場合は、登録停止に応答し、カプセル化が解除されたデータ

パケットをレジスタから転送します）。
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高度な PIM 機能の設定
ここでは、高度なオプションの PIM 機能について説明します。

• PIM 共有ツリーおよび送信元ツリーの概要（p.40-26）

• PIM SPT 使用の延期（p.40-27）（任意）

• PIM ルータクエリー メッセージ インターバルの変更（p.40-29）（任意）

PIM 共有ツリーおよび送信元ツリーの概要
デフォルトでは、グループのメンバーで受信されるデータは、RP でルーティングされた単一のデー
タ配信ツリーを経由して、送信側からグループに送られます。図 40-4に、このタイプの共有配信ツ
リーを示します。送信側からのデータは、共有ツリーに参加しているグループ メンバーに配信する
ため、RP にアドバタイズされます。

図 40-4 共有ツリーおよび送信元ツリー（SPT）

データ レートによって保証されている場合は、送信元でルーティングされるデータ配信ツリーを、
共有ツリーのリーフ ルータ（ダウンストリーム接続がないルータ）で使用できます。このタイプの
配信ツリーは、SPT または送信元ツリーといいます。デフォルトでは、ソフトウェアが送信元から
最初のデータ パケットを受信すると、送信元ツリーに切り替わります。

共有ツリーから送信元ツリーへの移動プロセスは、次のとおりです。

1. レシーバーがグループに参加します。リーフ ルータ C は Join メッセージを RP に向けて送信し
ます。

2. RP はルータ C とのリンクを発信インターフェイス リストに格納します。

3. 送信元がデータを送信します。ルータ A はデータをカプセル化して Register メッセージに格納
し、RP に送信します。

4. RP はデータをルータ C に向けて共有ツリーの下方向に転送し、送信元に向けて Join メッセー
ジを送信します。この時点で、データはルータ C に 2 回着信する可能性があります（カプセル
化されたデータ、およびネイティブ状態のデータ）。

5. データがネイティブ状態（カプセル化されていない状態）で着信すると、RP は Register 停止
メッセージをルータ A に送信します。

 A

 C RP

 B
RP SPT

44
96

7



第 40章      IP マルチキャスト ルーティングの設定
高度な PIM 機能の設定

40-27
Catalyst 3750 スイッチ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

78-16180-06-J

6. デフォルトでは、最初のデータ パケット受信時に、ルータ C が Join メッセージを送信元に送
信するよう要求します。

7. （S,G）に関するデータを受信すると、ルータ C は送信元宛の Prune メッセージを共有ツリーの
上方向に送信します。

8. RP は（S,G）の発信インターフェイスからルータ C へのリンクを削除します。RP は送信元に
向けて Prune メッセージを送信します。

Join および Prune メッセージが送信元および RP に送信されます。これらのメッセージはホップ単
位で送信され、送信元または RP へのパス上にある各 PIM デバイスで処理されます。Register メッ
セージおよび Register 停止メッセージはホップ単位で送信されません。これらのメッセージは、送
信元に直接接続された指定ルータで送信され、グループの RP で受信されます。

グループへ送信する複数の送信元で、共有ツリーが使用されます。

共有ツリー上に存在するように、PIM デバイスを設定できます。詳細については、「PIM SPT 使用
の延期」（p.40-27）を参照してください。

PIM SPT 使用の延期
最初のデータ パケットが最終ホップ ルータ（図 40-4のルータ C）に着信すると、共有ツリーから
送信元ツリーへと変更されます。この変更が生じるのは、ip pim spt-thresholdグローバル コンフィ
ギュレーション コマンドによってタイミングが制御されるためです。

SPT には共有ツリーよりも多くのメモリが必要ですが、遅延が短縮されます。SPT の使用を延期す
ることもできます。リーフ ルータを SPT にすぐ移動せず、トラフィックがスレッシュホールドに
最初に到達したあとで移動するように指定できます。

PIM リーフ ルータが、指定グループの SPT に参加する時期を設定できます。送信元の送信速度が
指定速度（キロビット /秒）以上の場合、マルチレイヤ スイッチは PIM Join メッセージを送信元に
向けて送信し、送信元ツリー（SPT）を構築します。送信元からのトラフィック速度がスレッシュ
ホールド値を下回ると、リーフ ルータは共有ツリーに再び切り替わり、Prune メッセージを送信元
に送信します。

SPT スレッシュホールドを適用するグループを指定するには、グループ リスト（標準アクセス リ
スト）を使用します。値 0 を指定する場合、またはグループ リストを使用しない場合、スレッシュ
ホールドはすべてのグループに適用されます。

マルチキャスト ルーティングが送信元ツリーから SPT に切り替わる上限値となるトラフィック速
度のスレッシュホールドを設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。この
手順は任意です。
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デフォルト設定に戻すには、no ip pim spt-threshold {kbps | infinity} グローバル コンフィギュレー
ション コマンドを使用します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 access-list access-list-number {deny | 
permit} source [source-wildcard]

標準アクセス リストを作成します。

• access-list-numberの範囲は 1 ～ 99 です。

• denyキーワードを指定すると、条件が一致した場合にアクセス
が拒否されます。permit キーワードを指定すると、条件が一致
した場合にアクセスが許可されます。

• source には、スレッシュホールドが適用されるマルチキャスト
グループを指定します。

• （任意）source-wildcardを指定する場合は、送信元に適用するワ
イルドカード ビットをドット付き 10 進表記で入力します。無
視するビット位置に 1 を配置します。

アクセス リストの末尾には、すべてに適用される暗黙の拒否ステー
トメントが常に存在することに注意してください。

ステップ 3 ip pim spt-threshold {kbps | infinity} 
[group-list access-list-number]

SPT に移行する上限値となるスレッシュホールドを指定します。

• kbps を指定する場合は、トラフィック速度をキロビット / 秒で
指定します。デフォルト値は 0 キロビット /秒です。

（注） 有効範囲は 0 ～ 4294967 ですが、スイッチのハードウェアの
制限により、0 kbps 以外は無効です。

• infinityを指定すると、指定されたグループのすべての送信元で
共有ツリーが使用され、送信元ツリーに切り替わらなくなりま

す。

• （任意）group-list access-list-numberを指定する場合は、ステップ
2 で作成したアクセス リストを指定します。値 0 を指定する場
合、または group-list を使用しない場合、スレッシュホールドは
すべてのグループに適用されます。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show running-config 設定を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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PIM ルータクエリー メッセージ インターバルの変更
PIM ルータおよびマルチレイヤ スイッチでは、各 LAN セグメント（サブネット）の DR になるデ
バイスを判別するため、PIM ルータクエリー メッセージが送信されます。DR は、直接接続された
LAN 上のすべてのホストに IGMP ホストクエリー メッセージを送信します。

PIM DM 動作では、IGMPv1 が使用中の場合のみ、DR は意味を持ちます。IGMPv1 には IGMP クエ
リア選択プロセスがないため、選択された DR は IGMP クエリアとして機能します。PIM SM 動作
では、マルチキャスト送信元に直接接続されたデバイスが DR になります。DR は PIM Register メッ
セージを送信し、送信元からのマルチキャスト トラフィックを共有ツリーの下方向へ転送する必要
があることを RP に通知します。この場合、DR は最大の IP アドレスを持つデバイスです。

ルータクエリー メッセージ インターバルを変更するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を
実行します。この手順は任意です。

デフォルトの設定に戻すには、no ip pim query-interval [seconds] インターフェイス コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id 設定するインターフェイスを指定し、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。

ステップ 3 ip pim query-interval seconds スイッチが PIM ルータクエリー メッセージを送信する頻度を設定
します。

デフォルト値は 30 秒です。指定できる範囲は 1 ～ 65535 です。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show ip igmp interface [interface-id] 設定を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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オプションの IGMP 機能の設定
ここでは、次の設定について説明します。

• IGMP のデフォルト設定（p.40-30）

• グループのメンバーとしてのスイッチの設定（p.40-30）（任意）

• IP マルチキャスト グループへのアクセスの制御（p.40-31）（任意）

• IGMP バージョンの変更（p.40-32）（任意）

• IGMP ホストクエリー メッセージ インターバルの変更（p.40-33）（任意）

• IGMPv2 の IGMP クエリー タイムアウトの変更（p.40-34）（任意）

• IGMPv2 の最大クエリー応答時間の変更（p.40-34）（任意）

• スタティックに接続されたメンバーとしてのスイッチの設定（p.40-35）（任意）

IGMP のデフォルト設定
表 40-3に、IGMP のデフォルト設定を示します。

グループのメンバーとしてのスイッチの設定

マルチキャスト グループのメンバーとしてスイッチを設定でき、マルチキャストがネットワークに
到達可能かどうかを検出できます。管理しているすべてのマルチキャスト対応ルータおよびマルチ

レイヤ スイッチがマルチキャスト グループのメンバーである場合、グループに ping を送信すると、
これらのすべてのデバイスが応答します。デバイスは、所属グループにアドレッシングされた ICMP
エコー要求パケットに応答します。もう 1 つの例は、ソフトウェア付属のマルチキャスト トレース
ルート ツールです。

注意 この手順を実行すると、グループ アドレス用のデータ トラフィックがすべて CPU に送られるた
め、CPU のパフォーマンスが低下する場合があります。

スイッチがグループのメンバーになるように設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を
実行します。この手順は任意です。

表 40-3 IGMP のデフォルト設定

機能 デフォルト設定

マルチキャスト グループのメンバーとしてのマ
ルチレイヤ スイッチ

グループ メンバーシップは未定義

マルチキャスト グループへのアクセス インターフェイスのすべてのグループを許可

IGMP バージョン すべてのインターフェイスでバージョン 2

IGMP ホストクエリー メッセージ インターバル すべてのインターフェイスで 60 秒

IGMP クエリー タイムアウト すべてのインターフェイスで 60 秒

IGMP 最大クエリー応答時間 すべてのインターフェイスで 10 秒

スタティックに接続されたメンバーとしてのマ

ルチレイヤ スイッチ
ディセーブル
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グループ内のメンバーシップを取り消すには、no ip igmp join-group group-addressインターフェイ
ス コンフィギュレーション コマンドを使用します。

次に、マルチキャスト グループ 255.2.2.2 へのスイッチの参加を許可する例を示します。

Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# ip igmp join-group 255.2.2.2

IP マルチキャスト グループへのアクセスの制御
スイッチは IGMP ホストクエリー メッセージを送信し、接続されたローカル ネットワーク上のメ
ンバーが属しているマルチキャスト グループを判別します。次に、スイッチは、マルチキャスト
グループにアドレッシングされたすべてのパケットをこれらのグループ メンバーに転送します。イ
ンターフェイスごとにフィルタを適用し、インターフェイスで処理されるサブネット上のホストが

参加可能なマルチキャスト グループを制限できます。

インターフェイスで許可されるマルチキャスト グループをフィルタリングするには、イネーブル
EXEC モードで次の手順を実行します。この手順は任意です。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id 設定するインターフェイスを指定し、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。

ステップ 3 ip igmp join-group group-address マルチキャスト グループに参加するスイッチを設定します。

デフォルトで、グループのメンバーシップは定義されていません。

group-addressには、マルチキャスト IP アドレスをドット付き 10 進
表記で指定します。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show ip igmp interface [interface-id] 設定を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id 設定するインターフェイスを指定し、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。

ステップ 3 ip igmp access-group access-list-number インターフェイスで処理されるサブネット上のホストが参加で

きるマルチキャスト グループを指定します。

デフォルトでは、インターフェイスのすべてのグループが許可さ

れています。

access-list-numberには、IP 標準アドレス アクセス リスト番号を
指定します。指定できる範囲は 1 ～ 99 です。

ステップ 4 exit グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。
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インターフェイスでグループをディセーブルにするには、no ip igmp access-group インターフェイ
ス コンフィギュレーション コマンドを使用します。

次に、ポートに接続されたホストが、グループ 255.2.2.2 にのみ参加できるように設定する例を示し
ます。

Switch(config)# access-list 1 255.2.2.2 0.0.0.0
Switch(config-if)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# ip igmp access-group 1

IGMP バージョンの変更
スイッチでは、IGMP クエリー タイムアウトや最大クエリー応答時間などの機能を使用できる
IGMP バージョン 2 がデフォルトで使用されます。

サブネット上のすべてのシステムで、同じバージョンをサポートする必要があります。スイッチは

バージョン 1 のシステムの自動検出およびバージョン 1 へのスイッチングを行いません。バージョ
ン 2 のルータまたはスイッチは、常に IGMPv1 ホストと正しく連動しているため、バージョン 1 と
バージョン 2 のホストはサブネット上で混在することができます。

使用しているホストでバージョン 2 がサポートされていない場合は、スイッチをバージョン 1 に設
定してください。

IGMP バージョンを変更するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。この手順は
任意です。

ステップ 5 access-list access-list-number {deny | 
permit} source [source-wildcard]

標準アクセス リストを作成します。

• access-list-numberには、ステップ 3 で作成したアクセス リス
トを指定します。

• deny キーワードを指定すると、条件が一致した場合にアク
セスが拒否されます。permitキーワードを指定すると、条件
が一致した場合にアクセスが許可されます。

• sourceには、サブネット上のホストが参加できるマルチキャ
スト グループを指定します。

• （任意）source-wildcard を指定する場合は、送信元に適用す
るワイルドカード ビットをドット付き 10 進表記で入力しま
す。無視するビット位置に 1 を配置します。

アクセス リストの末尾には、すべてに適用される暗黙の拒否ス
テートメントが常に存在することに注意してください。

ステップ 6 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 7 show ip igmp interface [interface-id] 設定を確認します。

ステップ 8 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id 設定するインターフェイスを指定し、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。
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デフォルトの設定に戻すには、no ip igmp versionインターフェイス コンフィギュレーション コマ
ンドを使用します。

IGMP ホストクエリー メッセージ インターバルの変更
スイッチは、IGMP ホストクエリー メッセージを定期的に送信し、接続されたネットワーク上にあ
るマルチキャスト グループを検出します。これらのメッセージは、TTL が 1 の全ホスト マルチキャ
スト グループ（224.0.0.1）に送信されます。スイッチはホストクエリー メッセージを送信し、ネッ
トワーク上に存在するメンバーシップに関する情報をリフレッシュします。クエリーをいくつか実

行したあとで、マルチキャスト グループのメンバーであるローカルホストが存在しないことをソフ
トウェアが検出した場合、そのグループのリモート送信元からローカル ネットワークへのマルチ
キャスト パケット転送が停止し、Prune メッセージが送信元のアップストリーム方向へ送信されま
す。

スイッチは LAN（サブネット）用の PIM DR を選択します。DR は、IP アドレスが最大である、
IGMPv2 用のルータまたはマルチレイヤ スイッチです。IGMPv1 の場合、DR は LAN 上で動作する
マルチキャスト ルーティング プロトコルに従って選択されます。DR は、LAN 上のすべてのホス
トに IGMP ホストクエリー メッセージを送信します。SM の場合、DR は PIM 登録メッセージおよ
び PIM Join メッセージも RP ルータに向けて送信します。

ホストクエリー インターバルを変更するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。
この手順は任意です。

デフォルト設定に戻すには、no ip igmp query-interval インターフェイス コンフィギュレーション
コマンドを使用します。

ステップ 3 ip igmp version {1 | 2} スイッチで使用する IGMP バージョンを指定します。

（注） バージョン 1 に変更すると、ip igmp query-intervalまた
は ip igmp query-max-response-timeインターフェイス コ
ンフィギュレーション コマンドを設定することができ
ません。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show ip igmp interface [interface-id] 設定を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id 設定するインターフェイスを指定し、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。

ステップ 3 ip igmp query-interval seconds DR が IGMP ホストクエリー メッセージを送信する頻度を設定しま
す。

デフォルトでは、DR は IGMP ホストクエリー メッセージを 60 秒ご
とに送信し、ホストおよびネットワークでの IGMP オーバーヘッド
を抑制します。指定できる範囲は 1 ～ 65535 です。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show ip igmp interface [interface-id] 設定を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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IGMPv2 の IGMP クエリー タイムアウトの変更
IGMPv2 を使用している場合、スイッチがインターフェイスのクエリアとして引き継ぐまでの時間
を指定できます。デフォルトでは、スイッチは ip igmp query-interval インターフェイス コンフィ
ギュレーション コマンドによって制御されるクエリー インターバルの 2 倍の時間だけ待機します。
この時間を経過しても、スイッチがクエリーを受信しない場合は、スイッチがクエリアになります。

クエリー インターバルを設定するには、show ip igmp interface interface-idイネーブル EXEC コマン
ドを入力します。

IGMP クエリー タイムアウトを変更するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。
この手順は任意です。

デフォルト設定に戻すには、no ip igmp querier-timeoutインターフェイス コンフィギュレーション
コマンドを使用します。

IGMPv2 の最大クエリー応答時間の変更
IGMPv2 を使用している場合は、IGMP クエリーでアドバタイズされる最大クエリー応答時間を変
更できます。スイッチは最大クエリー応答時間を使用し、LAN 上に直接接続されたグループ メン
バーが存在しないことを短時間で検出します。値を小さくすると、グループのプルーニング速度が

向上します。

最大クエリー応答時間を変更するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。この手
順は任意です。

デフォルト設定に戻すには、no ip igmp query-max-response-time インターフェイス コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id 設定するインターフェイスを指定し、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。

ステップ 3 ip igmp querier-timeout seconds IGMP クエリー タイムアウトを指定します。

デフォルトは 60 秒です（クエリー インターバルの 2 倍）。指定でき
る範囲は 60 ～ 300 です。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show ip igmp interface [interface-id] 設定を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id 設定するインターフェイスを指定し、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。

ステップ 3 ip igmp query-max-response-time seconds IGMP クエリーでアドバタイズされる最大クエリー応答時間を
変更します。

デフォルト値は 10 秒です。指定できる範囲は 1 ～ 25 です。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show ip igmp interface [interface-id] 設定を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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スタティックに接続されたメンバーとしてのスイッチの設定

ネットワーク セグメント上にグループ メンバーが存在しなかったり、ホストで IGMP を使用して
グループ メンバーシップを報告することができないにもかかわらず、そのネットワーク セグメン
トにマルチキャスト トラフィックを送り込むことが必要な場合もあります。マルチキャスト トラ
フィックをネットワーク セグメントに送り込む方法は次のとおりです。

• ip igmp join-groupインターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。この方
法の場合、スイッチはマルチキャスト パケットの転送だけでなく、受信も行います。マルチ
キャスト パケットを受信する場合は、高速スイッチングを実行できません。

• ip igmp static-groupインターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。この方
法の場合、スイッチはパケットそのものを受信せず、転送のみを実行します。この方法を使用

すると、高速スイッチングが可能です。発信インターフェイスが IGMP キャッシュに格納され
ますが、マルチキャスト ルート エントリに L（ローカル）フラグが付かないことからも明らか
なように、スイッチ自体はメンバーではありません。

スタティックに接続されたグループのメンバーになるように（および高速スイッチングできるよう

に）スイッチを設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。この手順は任意
です。

グループのメンバーとして設定されたスイッチを解除するには、no ip igmp static-group 
group-addressインターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id 設定するインターフェイスを指定し、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。

ステップ 3 ip igmp static-group group-address スイッチをスタティックに接続されたグループのメンバーとして設

定します。

デフォルトでは、この機能はディセーブルです。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show ip igmp interface [interface-id] 設定を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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オプションのマルチキャスト ルーティング機能の設定
ここでは、任意のマルチキャスト ルーティング機能の設定方法について説明します。

• レイヤ 2 接続および MBONE マルチメディア会議セッションに関する機能と設定：

－ CGMP サーバ サポート機能のイネーブル化（p.40-36）（任意）

－ sdr リスナー サポート機能の設定（p.40-37）（任意）

• 帯域幅の利用率を制御する機能： 

－ IP マルチキャスト境界の設定（p.40-38）（任意）

CGMP サーバ サポート機能のイネーブル化
スイッチは、IGMP スヌーピングをサポートしない、CGMP クライアント機能が組み込まれている
デバイス用の CGMP サーバとして機能します。CGMP はレイヤ 2 Catalyst スイッチに接続されたシ
スコ製ルータおよびマルチレイヤ スイッチで使用され、IGMP で実行される作業と同様の作業を実
行します。CGMP が必要となるのは、レイヤ 2 スイッチで IP マルチキャスト データ パケットと
IGMP レポート メッセージを区別できないためです。これらはともに MAC レベルで、同じグルー
プ アドレスにアドレッシングされます。

スイッチ インターフェイスで CGMP サーバをイネーブルにするには、イネーブル EXEC モードで
次の手順を実行します。この手順は任意です。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id レイヤ 2 Catalyst スイッチに接続されたインターフェイスを指定し、
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。

ステップ 3 ip cgmp [proxy] インターフェイス上で CGMP をイネーブルにします。

デフォルトでは、CGMP はすべてのインターフェイス上でディセー
ブルです。

CGMP をイネーブルにすると、CGMP Join メッセージが送信されま
す。レイヤ 2 Catalyst スイッチに接続されたレイヤ 3 インターフェイ
スでのみ、CGMP をイネーブルにします。

（任意）proxy キーワードを入力すると、CGMP プロキシ機能がイ
ネーブルになります。プロキシ ルータは、CGMP 非対応ルータの
MAC アドレス、およびグループ アドレス 0000.0000.0000 が格納さ
れた CGMP Join メッセージを送信し、CGMP 非対応ルータが存在す
ることをアドバタイズします。

（注） CGMP プロキシを実行するには、スイッチを IGMP クエリア
に設定する必要があります。ip cgmp proxyコマンドを設定
する場合は、ネットワークで動作中の IGMP のバージョンに
応じて、IP アドレスが最大または最小のスイッチが IGMP ク
エリアになるように IP アドレスを手動で操作する必要があ
ります。IGMP バージョン 2 クエリアは、インターフェイス
の最小の IP アドレスに基づいて選択されます。IGMP バー
ジョン 1 クエリアは、インターフェイスで使用されるマルチ
キャスト ルーティング プロトコルに基づいて選択されま
す。
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インターフェイス上で CGMP をディセーブルにするには、no ip cgmpインターフェイス コンフィ
ギュレーション コマンドを使用します。

複数のシスコ CGMP 対応デバイスがスイッチド ネットワークに接続されていて、ip cgmp proxyコ
マンドを使用する必要がある場合は、すべてのデバイスを同じ CGMP オプションを使用して設定
し、他社製のルータよりも IGMP クエリアを優先させてください。

sdr リスナー サポート機能の設定
MBONE は、相互接続された、IP マルチキャスト トラフィックの転送が可能なインターネット ルー
タおよびホストの小さなサブセットです。その他のマルチメディア コンテンツも、通常は MBONE
を通してブロードキャストされます。マルチメディア セッションに参加する前に、このセッション
で使用されているマルチメディア グループ アドレス、ポート、セッションがアクティブになる時
期、およびワークステーションで必要となるアプリケーションの種類（音声、ビデオなど）を把握

する必要があります。この情報は、MBONE Session Directory バージョン 2（sdr）ツールによって提
供されます。このフリーウェア アプリケーションは WWW 上の複数のサイト
（http://www.video.ja.net/mice/index.html など）からダウンロードできます。

SDR は、Session Announcement Protocol（SAP）マルチキャスト パケット用の既知のマルチキャスト
グループ アドレスおよびポートを、SAP クライアントからリスニングするマルチキャスト アプリ
ケーションです（SAP クライアントは、会議セッションをアナウンスします）。これらの SAP パ
ケットには、セッションの説明、セッションがアクティブな期間、IP マルチキャスト グループ ア
ドレス、メディア形式、担当者、およびアドバタイズされたマルチメディア セッションに関するそ
の他の情報が格納されます。SAP パケットの情報は、SDR Session Announcement ウィンドウに表示
されます。

sdr リスナー サポート機能のイネーブル化

デフォルトでは、スイッチでセッション ディレクトリのアドバタイズはリスニングされません。

スイッチがインターフェイスのデフォルトのセッション ディレクトリ グループ（224.2.127.254）に
参加し、セッション ディレクトリ アドバタイズをリスニングできるようにするには、イネーブル
EXEC モードで次の手順を実行します。この手順は任意です。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show running-config 設定を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

ステップ 7 レイヤ 2 Catalyst スイッチ CGMP クライアントの設定を確認します。
詳細については、製品に付属のマニュアルを参照してください。

コマンド 説明

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id sdr に対してイネーブルにするインターフェイスを指定し、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。

ステップ 3 ip sdr listen sdr リスナー サポート機能をイネーブルにします。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show running-config 設定を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。



第 40章      IP マルチキャスト ルーティングの設定
オプションのマルチキャスト ルーティング機能の設定

40-38
Catalyst 3750 スイッチ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

78-16180-06-J

sdr サポート機能をディセーブルにするには、no ip sdr listen インターフェイス コンフィギュレー
ション コマンドを使用します。

sdr キャッシュ エントリの存続時間の制限

デフォルトでは、エントリは sdr キャッシュから削除されません。送信元が SAP 情報のアドバタイ
ズを停止した場合に、古いアドバタイズが無駄に保持されないようにするため、エントリがアク

ティブである期間を制限できます。

sdr キャッシュ エントリがキャッシュ内でアクティブである期間を制限するには、イネーブル
EXEC モードで次の手順を実行します。この手順は任意です。

デフォルトの設定に戻すには、no ip sdr cache-timeoutグローバル コンフィギュレーション コマン
ドを使用します。キャッシュ全体を削除するには、clear ip sdrイネーブル EXEC コマンドを使用し
ます。

セッション ディレクトリ キャッシュを表示するには、show ip sdrイネーブル EXEC コマンドを使
用します。

IP マルチキャスト境界の設定
管理の有効範囲付き境界を使用し、ドメインまたはサブドメイン外部へのマルチキャスト トラ
フィックの転送を制限できます。この方法では、「管理の有効範囲付きアドレス」という特殊なマ

ルチキャスト アドレス範囲が境界のメカニズムとして使用されます。管理の有効範囲付き境界を
ルーテッド インターフェイスに設定すると、マルチキャスト グループ アドレスがこの範囲内にあ
るマルチキャスト トラフィックは、このインターフェイスに出入りすることができません。この結
果、このアドレス範囲内のマルチキャスト トラフィックに対するファイアウォール機能が提供され
ます。

（注） マルチキャスト境界および TTL スレッシュホールドは、マルチキャスト ドメインの有効範囲を制
御しますが、TTL スレッシュホールドはこのスイッチでサポートされていません。ドメインまたは
サブドメイン外部へのマルチキャスト トラフィックの転送を制限するには、TTL スレッシュホー
ルドでなくマルチキャスト境界を使用する必要があります。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 ip sdr cache-timeout minutes sdr キャッシュ エントリがキャッシュ内でアクティブである期間を
制限します。

デフォルトでは、エントリはキャッシュから削除されません。

minutesに指定できる範囲は 1 ～ 4294967295 です。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show running-config 設定を確認します。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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図 40-5に、XYZ 社が自社ネットワーク周辺にあるすべてのルーテッド インターフェイス上で、管
理の有効範囲付き境界をマルチキャスト アドレス範囲 239.0.0.0/8 に設定した例を示します。この境
界では、239.0.0.0 ～ 239.255.255.255 の範囲のマルチキャスト トラフィックはネットワークに入っ
たり、外へ出ることができません。同様に、エンジニアリング部およびマーケティング部では、各

自のネットワークの周辺で、管理の有効範囲付き境界を 239.128.0.0/16 に設定しました。この境界
では、239.128.0.0 ～ 239.128.255.255 の範囲のマルチキャスト トラフィックは、それぞれのネット
ワークに入ったり、外部に出ることができません。

図 40-5 管理の有効範囲付き境界

マルチキャスト グループ アドレスに対して、ルーテッド インターフェイス上に管理の有効範囲付
き境界を定義できます。影響を受けるアドレス範囲は、標準アクセス リストによって定義されま
す。この境界が定義されている場合、マルチキャスト データ パケットはいずれの方向であっても
境界を通過できません。この境界を使用すると、異なる管理ドメイン内で同じマルチキャスト グ
ループ アドレスを再利用できます。

IANA は、マルチキャスト アドレス範囲 239.0.0.0 ～ 239.255.255.255 を管理の有効範囲付きアドレ
スとして指定しました。このアドレス範囲は、異なる組織によって管理されたドメイン内で再利用

できます。このアドレスはグローバルではなく、ローカルで一意であるとみなされます。

45
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XYZ 

239.128.0.0/16

239.0.0.0/8
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管理の有効範囲付き境界を設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。この
手順は任意です。

境界を削除するには、no ip multicast boundaryインターフェイス コンフィギュレーション コマン
ドを使用します。

次に、すべての管理の有効範囲付きアドレスに対して境界を設定する例を示します。

Switch(config)# access-list 1 deny 239.0.0.0 0.255.255.255
Switch(config)# access-list 1 permit 224.0.0.0 15.255.255.255
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# ip multicast boundary 1

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 access-list access-list-number {deny | 
permit} source [source-wildcard]

標準アクセス リストを作成します。必要な回数だけこのコマンドを
繰り返します。

• access-list-numberの範囲は 1 ～ 99 です。

• denyキーワードを指定すると、条件が一致した場合にアクセス
が拒否されます。permit キーワードを指定すると、条件が一致
した場合にアクセスが許可されます。

• source には、パケットの送信元であるネットワークまたはホス
トの番号を入力します。

• （任意）source-wildcardを指定する場合は、送信元に適用するワ
イルドカード ビットをドット付き 10 進表記で入力します。無
視するビット位置に 1 を配置します。

アクセス リストの末尾には、すべてに適用される暗黙の拒否ステー
トメントが常に存在することに注意してください。

ステップ 3 interface interface-id 設定するインターフェイスを指定し、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。

ステップ 4 ip multicast boundary 
access-list-number

ステップ 2 で作成したアクセス リストを指定し、境界を設定します。

ステップ 5 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 show running-config 設定を確認します。

ステップ 7 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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基本的な DVMRP インターオペラビリティ機能の設定
ここでは、次の設定について説明します。

• DVMRP インターオペラビリティの設定（p.40-41）（任意）

• DVMRP トンネルの設定（p.40-43）（任意）

• DVMRP ネイバへのネットワーク 0.0.0.0 のアドバタイズ（p.40-45）（任意）

• mrinfo 要求への応答（p.40-46）（任意）

高度な DVMRP 機能の詳細については、「高度な DVMRP インターオペラビリティ機能の設定」
（p.40-47）を参照してください。

DVMRP インターオペラビリティの設定
PIM を使用するシスコ製マルチキャスト ルータおよびマルチレイヤ スイッチは、DVMRP を使用す
る他社製のマルチキャスト ルータと相互動作させることができます。

PIM デバイスは、DVMR プローブ メッセージをリスニングし、接続されているネットワーク上に
ある DVMRP マルチキャスト ルータを動的に検出します。DVMRP ネイバが検出された場合、PIM
デバイスは、PIM ドメイン内の到達可能なユニキャスト送信元をアドバタイズする DVMRP レポー
ト メッセージを定期的に送信します。デフォルトでは、直接接続されたサブネットおよびネット
ワークがアドバタイズされます。デバイスは DVMRP ルータによって転送されたマルチキャスト パ
ケットを転送し、次にマルチキャスト パケットを DVMRP ルータに転送します。

DVMRP ルート レポート内でアドバタイズされるユニキャスト ルート数を制限するために、
MBONE に接続された PIM ルーテッド インターフェイスにアクセス リストを設定できます。この
設定を行わないと、ユニキャスト ルーティング テーブル内のすべてのルートがアドバタイズされ
ます。

（注） マルチキャスト ルーティングされるプロトコルは、DVMRP のパブリックドメイン実装バージョン
です。シスコ製ルータおよびマルチレイヤ スイッチを DVMRP ルータに直接接続する場合、また
は MBONE トンネルを通して DVMRP ルータと相互運用する場合は、マルチキャスト ルーティン
グのバージョン 3.8 を使用する必要があります（バージョン 3.8 には、DVMRP の非プルーニング
バージョンが実装されています）。Cisco IOS ソフトウェアによって作成される DVMRP アドバタイ
ズを使用すると、マルチキャスト ルーティングされた古いバージョンのプロトコルによってルー
ティング テーブルやネイバのルーティング テーブルが破壊されることもあります。

アドバタイズされる送信元、および使用されるメトリックを設定する場合は、ip dvmrp metricイン
ターフェイス コンフィギュレーション コマンドを設定します。また、特定のユニキャスト ルーティ
ング プロセスによって取得されたすべての送信元を、DVMRP にアドバタイズするように指示でき
ます。

DVMRP ルート レポート メッセージが送信されるときに、アドバタイズされる送信元と使用される
メトリックを設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。この手順は任意で
す。
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メトリックまたはルート マップをディセーブルにするには、
no ip dvmrp metric metric [list access-list-number] [[protocol process-id] | [dvmrp]] または no ip dvmrp 
metric metric route-map map-nameインターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用しま
す。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 access-list access-list-number {deny | 
permit} source [source-wildcard]

標準アクセス リストを作成します。必要な回数だけこのコマン
ドを繰り返します。

• access-list-numberの範囲は 1 ～ 99 です。

• deny キーワードを指定すると、条件が一致した場合にアク
セスが拒否されます。permitキーワードを指定すると、条件
が一致した場合にアクセスが許可されます。

• sourceには、パケットの送信元であるネットワークまたはホ
ストの番号を入力します。

• （任意）source-wildcard を指定する場合は、送信元に適用す
るワイルドカード ビットをドット付き 10 進表記で入力しま
す。無視するビット位置に 1 を配置します。

アクセス リストの末尾には、すべてに適用される暗黙の拒否ス
テートメントが常に存在することに注意してください。

ステップ 3 interface interface-id MBONE に接続されている、マルチキャスト ルーティングが可能
なインターフェイスを指定し、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。

ステップ 4 ip dvmrp metric metric [list 
access-list-number] [[protocol process-id] | 
[dvmrp]]

DVMRP レポートの一連の宛先に関連付けられるメトリックを
設定します。

• metricの範囲は 0 ～ 32 です。値が 0 の場合、ルートはアド
バタイズされません。値 32 は無限大（到達不能）を意味し
ます。

• （任意）list access-list-numberを指定する場合は、ステップ 2
で作成したアクセス リスト番号を入力します。これらが指
定されている場合は、アクセス リストと一致するマルチキャ
スト宛先だけが、設定されたメトリックとともにレポートさ

れます。

• （任意）protocol process-id を指定する場合は、eigrp、igrp、
ospf、rip、static、または dvmrp などのユニキャスト ルー
ティング プロトコルの名前、およびルーティング プロトコ
ルのプロセス ID 番号を入力します。これらが指定されてい
る場合は、指定されたルーティング プロトコルによって取
得されたルートだけが、DVMRP レポート メッセージに格納
されてアドバタイズされます。

• （任意）dvmrp キーワードが指定されている場合は、設定さ
れたmetricを使用して DVMRP ルーティング テーブルのルー
トをアドバタイズしたり、フィルタリングすることができま

す。

ステップ 5 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 show running-config 設定を確認します。

ステップ 7 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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より詳細な方法で上記コマンドと同じ結果を得るには、アクセス リストの代わりに、ルート マッ
プ（ip dvmrp metric metric route-map map-nameインターフェイス コンフィギュレーション コマン
ド）を使用します。ユニキャスト ルートが DVMRP に入る前に、ルート マップ条件にユニキャス
ト ルートを適用します。

次に、PIM デバイスおよび DVMRP ルータが同じネットワーク セグメント上にある場合に、DVMRP
インターオペラビリティを設定する例を示します。次の例では、アクセス リスト 1 はネットワーク
（198.92.35.0、198.92.36.0、198.92.37.0、131.108.0.0、および 150.136.0.0）を DVMRP ルータにアド
バタイズします。アクセス リスト 2 は他のすべてのネットワークのアドバタイズを禁止します（ip
dvmrp metric 0インターフェイス コンフィギュレーション コマンド）。

Switch(config-if)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# ip address 131.119.244.244 255.255.255.0
Switch(config-if)# ip pim dense-mode
Switch(config-if)# ip dvmrp metric 1 list 1
Switch(config-if)# ip dvmrp metric 0 list 2
Switch(config-if)# exit
Switch(config)# access-list 1 permit 198.92.35.0 0.0.0.255
Switch(config)# access-list 1 permit 198.92.36.0 0.0.0.255
Switch(config)# access-list 1 permit 198.92.37.0 0.0.0.255
Switch(config)# access-list 1 permit 131.108.0.0 0.0.255.255
Switch(config)# access-list 1 permit 150.136.0.0 0.0.255.255
Switch(config)# access-list 1 deny   0.0.0.0 255.255.255.255
Switch(config)# access-list 2 permit 0.0.0.0 255.255.255.255

DVMRP トンネルの設定
ソフトウェアは、MBONE への DVMRP トンネルをサポートします。一方の端で DVMRP が動作し
ているルータまたはマルチレイヤ スイッチには、DVMRP トンネルを設定できます。これにより、
トンネルを通してマルチキャスト パケットが送受信されます。この方法で、パス上の一部のルータ
でマルチキャスト ルーティングがサポートされていない場合に、PIM ドメインを DVMRP ルータに
接続できます。2 つのルータ間で DVMRP トンネルを設定することはできません。

シスコ製ルータまたはマルチレイヤ スイッチがトンネルを通して DVMRP を実行している場合は、
DVMRP レポート メッセージ内の送信元が、実際のネットワークと同様にアドバタイズされます。
また、受信された DVMRP レポート メッセージはキャッシュに格納され、RPF 計算にも使用されま
す。この動作により、トンネルを通して受信されたマルチキャスト パケットの転送が可能になりま
す。

次の場合は、DVMRP トンネルを設定するときに、IP アドレスをトンネルに割り当てる必要があり
ます。

• トンネルを通して IP パケットを送信する場合

• DVMRP サマライズを実行するようにソフトウェアを設定する場合

トンネルとサブネットのネットワーク番号が異なる場合、サブネットはトンネルを通してアドバタ

イズされません。この場合は、ネットワーク番号のみがトンネルを通してアドバタイズされます。

DVMRP トンネルを設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。この手順は
任意です。
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コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 access-list access-list-number {deny | 
permit} source [source-wildcard]

標準アクセス リストを作成します。必要な回数だけこのコマン
ドを繰り返します。

• access-list-numberの範囲は 1 ～ 99 です。

• deny キーワードを指定すると、条件が一致した場合にアク
セスが拒否されます。permitキーワードを指定すると、条件
が一致した場合にアクセスが許可されます。

• sourceには、パケットの送信元であるネットワークまたはホ
ストの番号を入力します。

• （任意）source-wildcard を指定する場合は、送信元に適用す
るワイルドカード ビットをドット付き 10 進表記で入力しま
す。無視するビット位置に 1 を配置します。

アクセス リストの末尾には、すべてに適用される暗黙の拒否ス
テートメントが常に存在することに注意してください。

ステップ 3 interface tunnel number トンネル インターフェイスを指定し、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。

ステップ 4 tunnel source ip-address トンネル インターフェイスの送信元アドレスを指定します。ス
イッチのインターフェイスの IP アドレスを入力します。

ステップ 5 tunnel destination ip-address トンネル インターフェイスの宛先アドレスを指定します。マル
チキャスト ルーティングされたルータの IP アドレスを入力しま
す。

ステップ 6 tunnel mode dvmrp DVMRP へのトンネルに対してカプセル化モードを設定します。

ステップ 7 ip address address mask

または

ip unnumbered type number

インターフェイスに IP アドレスを割り当てます。

または

インターフェイスを非番号として設定します。

ステップ 8 ip pim [dense-mode | sparse-mode] インターフェイスに PIM モードを設定します。

ステップ 9 ip dvmrp accept-filter access-list-number 
[distance] neighbor-list access-list-number

着信 DVMRP レポートに対して許可フィルタを設定します。

デフォルトでは、距離が 0 のすべての宛先レポートが許可されま
す。したがって、すべてのネイバからのレポートが許可されます。

• access-list-numberには、ステップ 2 で作成したアクセス リス
ト番号を指定します。アクセス リストに一致するすべての
送信元は、距離とともに DVMRP ルーティング テーブルに
格納されます。

• （任意）distanceを指定する場合は、宛先への管理上の距離を
入力します。デフォルトでは、DVMRP ルートへの管理上の
距離は 0 で、ユニキャスト ルーティング テーブル ルートよ
りも優先されます。ユニキャスト ルーティングによるパス
（マルチキャスト ルーティング プロトコルとして PIM を使
用）と DVMRP を使用するパスという、送信元への 2 つのパ
スがある場合に PIM パスを使用するときは、DVMRP ルート
の管理上の距離を増加させます。指定できる範囲は 1 ～ 255
です。

• neighbor-list access-list-numberには、ステップ 2 で作成した
ネイバ リストの番号を入力します。DVMRP レポートは、リ
スト内のネイバでのみ許可されます。

ステップ 10 end イネーブル EXEC モードに戻ります。
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フィルタをディセーブルにするには、no ip dvmrp accept-filter access-list-number [distance] 
neighbor-list access-list-numberインターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。

次に、DVMRP トンネルを設定する例を示します。この設定では、シスコ製スイッチ上のトンネル
の IP アドレスには unnumberedが割り当てられます。これにより、このトンネルにはポート 1 と同
じ IP アドレスが設定されます。トンネル エンドポイント送信元アドレスは 172.16.2.1 です。トン
ネルの接続先であるリモート DVMRP ルータのトンネル エンドポイント アドレスは 192.168.1.10
です。トンネルを通して送信されるパケットは、外部 IP ヘッダー内にカプセル化されます。シス
コ製スイッチは、198.92.37.0 から 198.92.37.255 への距離が 100 である着信 DVMRP レポートを受信
するように設定されます。

Switch(config)# ip multicast-routing
Switch(config)# interface tunnel 0
Switch(config-if)# ip unnumbered gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# ip pim dense-mode
Switch(config-if)# tunnel source gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# tunnel destination 192.168.1.10
Switch(config-if)# tunnel mode dvmrp
Switch(config-if)# ip dvmrp accept-filter 1 100
Switch(config-if)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# ip address 172.16.2.1 255.255.255.0
Switch(config-if)# ip pim dense-mode
Switch(config)# exit
Switch(config)# access-list 1 permit 198.92.37.0 0.0.0.255

DVMRP ネイバへのネットワーク 0.0.0.0 のアドバタイズ
使用しているスイッチがマルチキャスト ルーティング バージョン 3.6 のデバイスと近接している
場合は、ネットワーク 0.0.0.0（デフォルト ルート）を DVMRP ネイバにアドバタイズするように、
ソフトウェアを設定できます。DVMRP デフォルト ルートでは、具体的なルートと一致しないマル
チキャスト送信元の RPF 情報が計算されます。

DVMRP のデフォルト ルートを MBONE にアドバタイズしないでください。

インターフェイスの DVMRP ネイバにネットワーク 0.0.0.0 をアドバタイズするには、イネーブル
EXEC モードで次の手順を実行します。この手順は任意です。

ステップ 11 show running-config 設定を確認します。

ステップ 12 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id DVMRP ルータに接続されたインターフェイスを指定し、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。

ステップ 3 ip dvmrp default-information {originate |
only}

DVMRP ネイバへのネットワーク 0.0.0.0 をアドバタイズします。

このコマンドは、スイッチがマルチキャスト ルーティング バー
ジョン 3.6 のマシンと近接している場合のみ使用します。

キーワードの意味は次のとおりです。

• originate ― 0.0.0.0 以外の具体的なルートもアドバタイズさ
れます。

• only ― 0.0.0.0 以外の DVMRP ルートはアドバタイズされま
せん。
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デフォルト ルートのアドバタイズを禁止するには、no ip dvmrp default-information インターフェ
イス コンフィギュレーション コマンドを使用します。

mrinfo 要求への応答
ソフトウェアは、マルチキャスト ルーティングされたシステム、シスコ製ルータ、およびマルチレ
イヤ スイッチによって送信された mrinfo 要求に応答します。ソフトウェアはネイバに関する情報
を、DVMRP トンネルおよびすべてのルーテッド インターフェイスを通して戻します。この情報に
はメトリック（常に 1 に設定）、設定された TTL スレッシュホールド、インターフェイスのステー
タス、および各種フラグが含まれます。次の例のように、mrinfoイネーブル EXEC コマンドを使用
し、ルータまたはスイッチ自体をクエリーすることもできます。

Switch# mrinfo
  171.69.214.27 (mm1-7kd.cisco.com) [version cisco 11.1] [flags: PMS]:
  171.69.214.27 -> 171.69.214.26 (mm1-r7kb.cisco.com) [1/0/pim/querier]
  171.69.214.27 -> 171.69.214.25 (mm1-45a.cisco.com) [1/0/pim/querier]
  171.69.214.33 -> 171.69.214.34 (mm1-45c.cisco.com) [1/0/pim]
  171.69.214.137 -> 0.0.0.0 [1/0/pim/querier/down/leaf]
  171.69.214.203 -> 0.0.0.0 [1/0/pim/querier/down/leaf]
  171.69.214.18 -> 171.69.214.20 (mm1-45e.cisco.com) [1/0/pim]
  171.69.214.18 -> 171.69.214.19 (mm1-45c.cisco.com) [1/0/pim]
  171.69.214.18 -> 171.69.214.17 (mm1-45a.cisco.com) [1/0/pim]

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show running-config 設定を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明
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高度な DVMRP インターオペラビリティ機能の設定
シスコ製ルータおよびマルチレイヤ スイッチは PIM を実行し、マルチキャスト パケットをレシー
バーに転送したり、送信側から受信したりします。DVMRP ルートを PIM クラウド内に伝播したり、
PIM クラウドを経由して伝播することもできます。PIM はこの情報を使用しますが、シスコ製ルー
タおよびマルチレイヤ スイッチでは、マルチキャスト パケットを転送するために DVMRP を実行
しません。

ここでは、次の設定について説明します。

• DVMRP ユニキャスト ルーティングのイネーブル化（p.40-47）（任意）

• DVMRP の非プルーニング ネイバの拒否（p.40-48）（任意）

• ルート交換の制御（p.40-50）（任意）

基本的な DVMRP 機能の詳細については、「基本的な DVMRP インターオペラビリティ機能の設定」
（p.40-41）を参照してください。

DVMRP ユニキャスト ルーティングのイネーブル化
マルチキャスト ルーティングおよびユニキャスト ルーティングには個別のトポロジーが必要とな
るため、PIM はマルチキャスト トポロジーに従って、ループのない配信ツリーを構築する必要があ
ります。シスコ製ルータ、マルチレイヤ スイッチ、およびマルチキャスト ルーティング ベースの
デバイスは、DVMRP ユニキャスト ルーティングを使用して、DVMRP ユニキャスト ルートを交換
します。PIM はこれらのルートにリバース パスを転送します。

シスコ製デバイスは DVMRP マルチキャスト ルーティングを相互に実行しませんが、DVMRP ルー
トを交換します。DVMRP ルートは、ユニキャスト トポロジーと異なるマルチキャスト トポロジー
を提供します。このため、マルチキャスト トポロジーを通して PIM を実行し、この結果 MBONE
トポロジーを通しての PIM SM が可能になります。

DVMRP ユニキャスト ルーティングがイネーブルの場合、ルータまたはスイッチは、DVMRP ルー
ティング テーブル内の DVMRP レポート メッセージで取得されたルートをキャッシュに格納しま
す。PIM が動作中の場合、これらのルートはユニキャスト ルーティング テーブル内のルートより
も優先されます。したがって、MBONE トポロジーがユニキャスト トポロジーと異なる場合、PIM
による MBONE トポロジーが可能となります。

DVMRP ユニキャスト ルーティングは、すべてのインターフェイスで実行できます。DVMRP トン
ネルの場合は、DVMRP マルチキャスト ルーティングが使用されます。この機能を使用しても、シ
スコ製ルータおよびマルチレイヤ スイッチ間で DVMRP マルチキャスト ルーティングはイネーブ
ルになりません。ただし、DVMRP 対応マルチキャスト ルータがある場合は、シスコ製デバイスで
PIM/DVMRP マルチキャスト ルーティングを実行できます。

DVMRP ユニキャスト ルーティングをイネーブルにするには、イネーブル EXEC モードで次の手順
を実行します。この手順は任意です。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id DVMRP ルータに接続されたインターフェイスを指定し、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。

ステップ 3 ip dvmrp unicast-routing DVMRP ユニキャスト ルーティングをイネーブルにします（DVMRP
ルートを送受信します）。

この機能は、デフォルトではディセーブルに設定されています。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。
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この機能をディセーブルにするには、no ip dvmrp unicast-routingインターフェイス コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。

DVMRP の非プルーニング ネイバの拒否
デフォルトでは、DVMRP 機能に関係なく、シスコ製デバイスはすべての DVMRP ネイバをピアと
して受け入れます。ただし、一部の他社製のデバイスでは、プルーニング機能を持たない古いバー

ジョンの DVMRP が動作するため、常時転送パケットが受信されて帯域幅が浪費されます。図 40-6
にこの事例を示します。

図 40-6 リーフの非プルーニング DVMRP ネイバ

DVMRP ネイバで DVMRP プルーニングまたは接合がサポートされていない場合、スイッチとこの
ネイバとのピアリング（通信）を禁止できます。これを行うには、非プルーニング デバイスに接続
されたインターフェイスで ip dvmrp reject-non-prunersインターフェイス コンフィギュレーション
コマンドを使用し、スイッチ（リーフの非プルーニング DVMRP デバイスのネイバ）を設定します
（図 40-7 を参照）。この場合、プルーニング対応フラグが設定されていない DVMRP プローブまた
はレポート メッセージをスイッチが受信すると、Syslog メッセージがロギングされ、メッセージが
廃棄されます。

ステップ 5 show running-config 設定を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明

10
12

44

 A

 B

 3 

RP

 RP

PIM dense 

 DVMRP 

 LAN



第 40章      IP マルチキャスト ルーティングの設定
高度な DVMRP インターオペラビリティ機能の設定

40-49
Catalyst 3750 スイッチ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

78-16180-06-J

図 40-7 ルータが非プルーニング DVMRP ネイバを拒否する例

ip dvmrp reject-non-prunersインターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用すると、ネ
イバとのピアリングのみが禁止されます。拒否されていない非プルーニング ルータが（レシーバー
候補のダウンストリーム方向に）2 ホップ以上離れている場合、非プルーニング DVMRP ネットワー
クが存在する場合もあります。

非プルーニング DVMRP ネイバとのピアリングを禁止するには、イネーブル EXEC モードで次の手
順を実行します。この手順は任意です。

この機能をディセーブルにするには、no ip dvmrp reject-non-pruners インターフェイス コンフィ
ギュレーション コマンドを使用します。
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コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id 非プルーニング DVMRP ネイバに接続するインターフェイスを指定
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。

ステップ 3 ip dvmrp reject-non-pruners 非プルーニング DVMRP ネイバとのピアリングを禁止します。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show running-config 設定を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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ルート交換の制御

ここでは、DVMRP ルートに関するシスコ製デバイスのアドバタイズを調整する方法について説明
します。

• アドバタイズされる DVMRP ルート数の制限（p.40-50）（任意）

• DVMRP ルート スレッシュホールドの変更（p.40-50）（任意）

• DVMRP サマリー アドレスの設定（p.40-51）（任意）

• DVMRP 自動サマライズのディセーブル化（p.40-53）（任意）

• DVMRP ルートへのメトリック オフセットの追加（p.40-53）（任意）

アドバタイズされる DVMRP ルート数の制限

デフォルトでは、DVMRP を実行するためにイネーブル化されたインターフェイス（つまり、DVMRP
トンネル、DVMRP ネイバが検出されたインターフェイス、または ip dvmrp unicast-routing イン
ターフェイス コンフィギュレーション コマンドを実行するように設定されたインターフェイス）
を通して、7000 の DVMRP ルートのみがアドバタイズされます。

DVMRP ルートの制限を変更するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。この手
順は任意です。

ルート数が制限されないように設定するには、no ip dvmrp route-limitグローバル コンフィギュレー
ション コマンドを使用します。

DVMRP ルート スレッシュホールドの変更

デフォルトでは、1 つのインターフェイスにつき、1 分間に 10,000 の DVMRP ルートを受信できま
す。この速度を超えると、ルート サージが発生した可能性を警告する Syslog メッセージが発行さ
れます。通常この警告は、デバイスの設定ミスにより大量のルートが MBONE に入った場合、迅速
な検出を行うために使用されます。

警告送信の基準となるルート数のスレッシュホールドを変更するには、イネーブル EXEC モードで
次の手順を実行します。この手順は任意です。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 ip dvmrp route-limit count DVMRP に対してイネーブル化されたインターフェイスを通してア
ドバタイズされる DVMRP 数を変更します。

このコマンドを使用すると、ip dvmrp metricインターフェイス コン
フィギュレーション コマンドの設定ミスによって大量のルートが
MBONE に入るのを防ぐことができます。

デフォルトでは、7000 のルートがアドバタイズされます。指定でき
る範囲は 0 ～ 4294967295 です。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show running-config 設定を確認します。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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デフォルト設定に戻すには、no ip dvmrp routehog-notificationグローバル コンフィギュレーション
コマンドを使用します。

動作中のルート数を表示するには、show ip igmp interfaceイネーブル EXEC コマンドを使用します。
このルート数を超えると、*** ALERT ***が表示行に表示されます。

DVMRP サマリー アドレスの設定

デフォルトでは、シスコ製デバイスは、ユニキャスト ルーティング テーブル内の接続されたユニ
キャスト ルートのみ（つまり、ルータに直接接続されたサブネットへのルートのみ）を DVMRP
ルート レポート メッセージに格納してアドバタイズします。これらのルートは、通常の DVMRP
のクラス指定されたルート サマライズによって処理されます。このプロセスは、アドバタイズされ
ているルートとアドバタイズ中に経由するインターフェイスが、クラス指定された同じネットワー

ク内にあるかどうかに応じて異なります。

図 40-8 に、デフォルトの動作例を示します。この例では、シスコ製ルータによって送信される
DVMRP レポートに、DVMRP メトリックに 32 を追加してポイズンリバースされた、DVMRP ルー
タから受信した 3 つの元のルートが記述されています。これらのルートのあとに、ユニキャスト
ルーティング テーブルから取得した、直接接続されている 2 つのネットワーク（176.32.10.0/24 お
よび 176.32.15.0/24）にアドバタイズされる 2 つのルートが記述されています。DVMRP トンネルは
ファスト イーサネット ポート 1 と同じ IP アドレスを共有し、直接接続された 2 つのサブネットと
同じクラス B ネットワークに分類されるため、これらのルートに対してクラス指定サマライズは実
行されません。その結果、DVMRP ルータは、直接接続されたサブネットへ向かうこれらの 2 つの
ルートのみをポイズンリバースします。また、これらの 2 つのイーサネット セグメント上の送信元
によって送信されたマルチキャスト トラフィックに対しては、RPF のみを適切に実行します。これ
ら 2 つのイーサネット セグメント上にはない、シスコ製ルータの背後のネットワーク内の他のマル
チキャスト送信元では、DVMRP ルータに関する RPF チェックは適切に行われず、廃棄されます。

サマリー アドレス（ip dvmrp summary-address address mask インターフェイス コンフィギュレー
ション コマンドのアドレスおよびマスクのペアで指定）の範囲内にあるルートの代わりに、サマ
リー アドレスをアドバタイズするようにシスコ製ルータを設定できます。ユニキャスト ルーティ
ング テーブルにサマリー アドレス範囲内のルートが 1 つまたは複数格納されている場合は、サマ
リー アドレスが DVMRP ルート レポートに格納されて送信されます。それ以外の場合、サマリー
アドレスはアドバタイズされません。図 40-8 では、シスコ製ルータのトンネル インターフェイス
に ip dvmrp summary-address コマンドを設定します。その結果、シスコ製ルータは、ユニキャス
ト ルーティング テーブルのネットワーク 176.32.0.0/16 に、サマライズされた単一のクラス B アド
バタイズを送信します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 ip dvmrp routehog-notification 
route-count

Syslog メッセージの送信基準となるルート数を設定します。

デフォルト値は 10,000 ルートで、指定できる範囲は 1 ～ 4294967295
です。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show running-config 設定を確認します。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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図 40-8 接続されたユニキャスト ルートにのみアドバタイズ（デフォルト）する例

デフォルトのクラス指定サマライズが要求を満たさない場合に、DVMRP ルートのサマライズをカ
スタマイズするには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。この手順は任意です。

（注） 設定されたサマリー アドレスをアドバタイズする前に、ユニキャスト ルーティング テーブルに具
体的なルートを 1 つまたは複数設定する必要があります。

サマリー アドレスを削除するには、no ip dvmrp summary-address address mask [metric value] イン
ターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。

151.16.0/16 Fa1/0/1 7 0
172.34.15.0/24 Fa1/0/1 10 0
202.13.3.0/24 Fa1/0/1 8 0

151.16.0.0/16 m = 39
172.34.15.0/24 m = 42
202.13.3.0/24 m = 40
176.32.10.0/24 m = 1
176.32.15.0/24 m = 1

 1/0/1

176.32.10.0/24

 
1/0/2

176.32.15.0/24

DVMRP 

86
51

4

DVMRP 
10000 

interface tunnel 0
ip unnumbered fastethernet1/0/1

interface fastethernet1/0/1
ip addr 176.32.10.1 255.255.255.0
ip pim dense-mode

interface fastethernet1/0/2
ip addr 176.32.15.1 255.255.255.0
ip pim dense-mode

176.13.10.0/24 Fa1/0/1 10514432 90
176.32.15.0/24 Fa1/0/2 10512012 90
176.32.20.0/24 Fa1/0/2 45106372 90

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id DVMRP ルータに接続されたインターフェイスを指定し、イン
ターフェイス コンフィギュレーション コマンドを入力します。

ステップ 3 ip dvmrp summary-address address mask 
[metric value]

DVMRP サマリー アドレスを指定します。

• summary-address address maskには、サマリー IP アドレス、
および具体的なルートの代わりにアドバタイズされるマス

クを指定します。

• （任意）metric valueを指定する場合は、サマリー アドレスと
ともにアドバタイズされるメトリックを指定します。デフォ

ルトは 1 で、指定できる範囲は 1 ～ 32 です。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show running-config 設定を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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DVMRP 自動サマライズのディセーブル化

ソフトウェアでは、デフォルトで一部のレベルの DVMRP サマライズが自動実行されます。サマ
リーだけでなくすべてのルートをアドバタイズする場合は、この機能をディセーブルにします。特

別な場合には、すべてのサブネット情報が格納された近接する DVMRP ルータを使用し、DVMRP
ネットワーク内のマルチキャスト トラフィックの流れを詳細に制御できます。この例としては、
PIM ネットワークが DVMRP クラウドに複数のポイントで接続されているとき、具体的な（サマラ
イズされていない）ルートが DVMRP ネットワークに送信され、PIM クラウド内の各サブネットへ
向かうさらに適切なパスがアドバタイズされる場合などがあります。

ip dvmrp summary-address インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを設定し、no ip
dvmrp auto-summaryを設定しなかった場合は、カスタムと自動サマリーの両方が得られます。

DVMRP 自動サマリーをディセーブルにするには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行しま
す。この手順は任意です。

自動サマライズを再びイネーブルにするには、ip dvmrp auto-summaryインターフェイス コンフィ
ギュレーション コマンドを使用します。

DVMRP ルートへのメトリック オフセットの追加

デフォルトでは、着信 DVMRP レポートに格納されてアドバタイズされた DVMRP ルートのメト
リック（ホップ数）は、スイッチによって 1 だけ増加されます。特定のルートの優先度を上下させ
る場合は、メトリックを変更できます。

たとえば、マルチレイヤ スイッチ A からルートが取得され、より大きなメトリックを持つ同じルー
トがマルチレイヤ スイッチ B から取得されたとします。スイッチ B を経由するパスの方が高速で
あるため、このパスを使用する場合は、スイッチ A によって取得されたルートにメトリック オフ
セットを適用し、スイッチ B によって取得されたメトリックよりもメトリックを大きくすることが
できます。この結果、スイッチ B を経由するパスを選択できます。

デフォルトのメトリックを変更するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。この
手順は任意です。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id DVMRP ルータに接続されたインターフェイスを指定し、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。

ステップ 3 no ip dvmrp auto-summary DVMRP 自動サマライズをディセーブルにします。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show running-config 設定を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id 設定するインターフェイスを指定し、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。



第 40章      IP マルチキャスト ルーティングの設定
高度な DVMRP インターオペラビリティ機能の設定

40-54
Catalyst 3750 スイッチ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

78-16180-06-J

デフォルト設定に戻すには、no ip dvmrp metric-offset インターフェイス コンフィギュレーション
コマンドを使用します。

ステップ 3 ip dvmrp metric-offset [in | out] increment 着信レポートに格納されてアドバタイズされる DVMRP ルート
に追加されるメトリックを変更します。

キーワードの意味は次のとおりです。

• （任意）in ― 増分値が着信 DVMRP レポートに追加され、
mrinfo 応答内で報告されます。

• （任意）out ― 増分値が、DVMRP ルーティング テーブルの
ルートに対する発信 DVMRP レポートに追加されます。

inと outのどちらも指定しない場合は、inがデフォルトにな
ります。

increment には、レポート メッセージに格納されてアドバタイズ
される DVMRP ルータのメトリックの増分値を指定します。指定
できる範囲は 1 ～ 31 です。

ip dvmrp metric-offsetコマンドがインターフェイス上で設定され
ていない場合、着信ルートのデフォルトの増分値は 1 です。発信
ルートのデフォルト値は 0 です。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show running-config 設定を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明
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IP マルチキャスト ルーティングのモニタおよびメンテナンス
ここでは IP マルチキャスト ルーティングのモニタ方法およびメンテナンス方法について説明しま
す。

• キャッシュ、テーブル、およびデータベースのクリア（p.40-55）

• システムおよびネットワーク統計情報の表示（p.40-55）

• IP マルチキャスト ルーティングのモニタ（p.40-56）

キャッシュ、テーブル、およびデータベースのクリア

特定のキャッシュ、テーブル、またはデータベースのすべての内容を削除できます。特定のキャッ

シュ、テーブル、またはデータベースの内容が無効である場合、または無効である可能性がある場

合は、これらをクリアする必要があります。

表 40-4 に示すイネーブル EXEC コマンドのいずれかを使用すると、IP マルチキャストのキャッ
シュ、テーブル、データベースをクリアすることができます。

システムおよびネットワーク統計情報の表示

IP ルーティング テーブル、キャッシュ、データベースの内容など、特定の統計情報を表示するこ
とができます。

（注） このリリースでは、ルート単位の統計情報がサポートされていません。

また、リソースの利用率を学習し、ネットワーク問題を解決するための情報を表示できます。さら

に、ノードの到達可能性に関する情報を表示し、デバイスのパケットが経由するネットワーク内の

パスを検出できます。

表 40-5 に示すイネーブル EXEC コマンドのいずれかを使用すると、さまざまなルーティング統計
情報を表示できます。

表 40-4 キャッシュ、テーブル、およびデータベースをクリアするコマンド

コマンド 説明

clear ip cgmp Catalyst スイッチによってキャッシュに格納され
たすべてのグループ エントリをクリアします。

clear ip dvmrp route {* | route} DVMRP ルーティング テーブルからルートを削除
します。

clear ip igmp group [group-name | group-address 
| interface]

IGMP キャッシュのエントリを削除します。

clear ip mroute {* | group [source]} IP マルチキャスト ルーティング テーブルのエン
トリを削除します。

clear ip pim auto-rp rp-address 自動 RP キャッシュをクリアします。

clear ip sdr [group-address | “session-name”] Session Directory Protocol バージョン 2 キャッシュ
（sdr キャッシュ エントリ）を削除します。
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IP マルチキャスト ルーティングのモニタ
表 40-6に示すイネーブル EXEC コマンドを使用すると、IP マルチキャスト ルータ、パケット、パ
スをモニタすることができます。

表 40-5 システムおよびネットワーク統計情報を表示するコマンド

コマンド 説明

ping [group-name | group-address] マルチキャスト グループ アドレスに ICMP エコー要
求を送信します。

show ip dvmrp route [ip-address] DVMRP ルーティング テーブルのエントリを表示し
ます。

show ip igmp groups [group-name | 
group-address | type number] 

スイッチに直接接続されている、IGMP によって取得
されたマルチキャスト グループを表示します。

show ip igmp interface [type number] インターフェイスのマルチキャスト関連情報を表示

します。

show ip mcache [group [source]] IP 高速スイッチング キャッシュの内容を表示します。

show ip mpacket [source-address | name] 
[group-address | name] [detail]

回覧用キャッシュヘッダー バッファの内容を表示し
ます。

show ip mroute [group-name | group-address] 
[source] [summary] [count] [active kbps]

IP マルチキャスト ルーティング テーブルの内容を表
示します。

show ip pim interface [type number] [count] PIM 用に設定されたインターフェイスの情報を表示
します。

show ip pim neighbor [type number] スイッチによって検出された PIM ネイバのリストを
示します。

show ip pim rp [group-name | group-address] SM マルチキャスト グループに関連付けられた RP
ルータを表示します。

show ip rpf {source-address | name} スイッチの RPF の実行方法（ユニキャスト ルーティ
ング テーブル、DVMRP ルーティング テーブル、また
はスタティック マルチキャスト ルーティングのいず
れか）を表示します。

show ip sdr [group | “session-name” | detail] Session Directory Protocol バージョン 2 のキャッシュを
表示します。

表 40-6 IP マルチキャスト ルーティングをモニタするためのコマンド

コマンド 説明

mrinfo [hostname | address] [source-address | 
interface]

マルチキャスト ルータまたはマルチレイヤ スイッチ
とピアリングする近接マルチキャスト デバイスに関
して、マルチキャスト ルータまたはマルチレイヤ ス
イッチをクエリーします。

mstat source [destination] [group] IP マルチキャスト パケット速度および損失情報を表
示します。

mtrace source [destination] [group] 指定されたグループのマルチキャスト配信ツリーに

対して、送信元から宛先ブランチへのパスをトレース

します。
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41

MSDP の設定

この章では、Catalyst 3750スイッチに Multicast Source Discovery Protocol（MSDP）を設定する方法
について説明します。MSDP によって、複数の Protocol-Independent Multicast Sparse-Mode（PIM-SM）
ドメインが接続されます。

このソフトウェア リリースでは、MSDP と連携して動作する Multicast Border Gateway Protocol
（MBGP）がサポートされていないため、MSDP は完全にサポートされていません。ただし、MBGP
が動作していない場合、MSDP と連携して動作するデフォルト ピアを作成できます。

この機能を使用するには、スタック マスター上で IP サービス イメージ（以前の拡張マルチレイヤ
イメージ [EMI]）が稼働している必要があります。特に明記しないかぎり、スイッチという用語は
スタンドアロン スイッチおよびスイッチ スタックを意味します。

（注） この章で使用されるコマンドの構文および使用方法の詳細については、『Cisco IOS IP Command 
Reference, Volume 3 of 3:Multicast』 Release 12.2 を参照してください。

この章で説明する内容は、次のとおりです。

• MSDP の概要（p.41-2）

• MSDP の設定（p.41-4）

• MSDP のモニタおよびメンテナンス（p.41-18）
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MSDP の概要
MSDP を使用すると、さまざまなドメイン内のすべての Rendezvous Point（RP; ランデブー ポイン
ト）に、グループのマルチキャスト送信元を通知できます。各 PIM-SM ドメインでは独自の RP が
使用され、他のドメインの RP には依存しません。RP は Transmission Control Protocol（TCP）を通
じて MSDP を実行し、他のドメイン内のマルチキャスト送信元を検出します。

PIM-SM ドメイン内の RP は、他のドメイン内の MSDP 対応デバイスと MSDP ピアリング関係にあ
ります。ピアリング関係は TCP 接続を通じて発生します。交換されるのは、主にマルチキャスト
グループを送信する送信元のリストです。RP 間の TCP 接続は、基本的なルーティング システムに
よって実現されます。受信側の RP では、送信元リストを使用して送信元のパスが確立されます。

このトポロジーの目的は、ドメインから、他のドメイン内のマルチキャスト送信元を検出すること

です。マルチキャスト送信元がレシーバーのあるドメインを対象としている場合、マルチキャスト

データは PIM-SM の通常の送信元ツリー構築メカニズムを通じて配信されます。MSDP は、グルー
プを送信する送信元のアナウンスにも使用されます。これらのアナウンスは、ドメイン RP で発信
する必要があります。

MSDP のドメイン間動作は、Border Gateway Protocol（BGP）または MBGP に大きく依存します。ド
メイン内の RP（インターネットへのアナウンス対象であるグローバル グループを送信する送信元
用の RP）で、MSDP を実行してください。

MSDP の動作
図 41-1に、2 つの MSDP ピア間での MSDP の動作を示します。PIM では、ドメインの RP に送信元
を登録するための標準メカニズムとして、MSDP が使用されます。MSDP が設定されている場合は、
次のシーケンスが発生します。

送信元が最初のマルチキャスト パケットを送信すると、送信元に直接接続された先頭ホップ ルー
タ（指定ルータまたは RP）によって RP に PIM Register メッセージが送信されます。RP は Register
メッセージを使用し、アクティブな送信元を登録したり、ローカル ドメイン内の共有ツリーの下方
向にマルチキャスト パケットを転送します。MSDP が設定されている場合は、Source-Active（SA）
メッセージもすべての MSDP ピアに転送されます。送信元、送信元からの送信先であるグループ、
および RP のアドレスまたは発信元 ID（RP アドレスとして使用されるインターフェイスの IP アド
レス）が設定されている場合は、SA メッセージによってこれらが識別されます。

各 MSDP ピアは SA メッセージを発信元の RP から受信および転送し、ピア Reverse-Path Forwarding
（RPF）フラッディングを実現します。MSDP デバイスは、BGP または MBGP ルーティング テーブ
ルを調べ、どのピアが SA メッセージの発信元 RP へのネクストホップであるかを検出します。こ
のようなピアは RPF ピアと呼ばれます。MSDP デバイスでは、RPF ピア以外のすべての MSDP ピ
アにメッセージが転送されます。BGP および MBGP がサポートされていない場合に MSDP を設定
する方法については、「デフォルトの MSDP ピアの設定」（p.41-4）を参照してください。

MSDP ピアは、非 RPF ピアから発信元 RP へ向かう同じ SA メッセージを受信すると、そのメッセー
ジを廃棄します。それ以外の場合、その MSDP ピアはすべての MSDP ピアにメッセージを転送し
ます。

ドメインの RP は、MSDP ピアからの SA メッセージを受信します。RP に SA メッセージが記述し
たグループの参加要求があり、空でない発信インターフェイス リストに（*,G）エントリが含まれ
ている場合、そのグループはドメインの対象となり、RP から送信元方向に（S,G）Join メッセージ
が送信されます。（S,G）Join メッセージが送信元の DR に到達すると、送信元からリモート ドメイ
ン内の RP への送信元ツリーのブランチが構築されます。この結果、マルチキャスト トラフィック
を送信元から送信元ツリーを経由して RP へ、そしてリモート ドメイン内の共有ツリーを下ってレ
シーバーへと送信できます。
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図 41-1 RP ピア間で動作する MSDP

MSDP の利点
MSDP には次の利点があります。

• 共有されたマルチキャスト配信ツリーが分割され、共有ツリーがドメインに対してローカルに

なるように設定できます。ローカル メンバーはローカル ツリーに加わります。共有ツリーへ
の Join メッセージをドメイン外へ送信する必要はありません。

• PIM SM ドメインは独自の RP のみを信頼するため、他のドメインの RP に対する信頼度が低下
します。このため、送信元の情報がドメイン外部に漏れないようにすることができ、セキュリ

ティが高まります。

• レシーバーのみが配置されているドメインは、グループ メンバーシップをグローバルにアドバ
タイズしなくても、データを受信できます。

• グローバルな送信元マルチキャスト ルーティング テーブル ステートが不要になり、コストが
削減されます。

MSDP RP + MSDP 
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MSDP の設定
ここでは、次の設定について説明します。

• MSDP のデフォルト設定（p.41-4）

• デフォルトの MSDP ピアの設定（p.41-4）（必須）

• SA ステートのキャッシング（p.41-6）（任意）

• MSDP ピアからの送信元情報の要求（p.41-8）（任意）

• スイッチから発信される送信元情報の制御（p.41-9）（任意）

• スイッチで転送される送信元情報の制御（p.41-11）（任意）

• スイッチで受信される送信元情報の制御（p.41-13）（任意）

• MSDP メッシュ グループの設定（p.41-15）（任意）

• MSDP ピアのシャットダウン（p.41-15）（任意）

• MSDP への境界 PIM DM 領域の追加（p.41-16）（任意）

• RP アドレス以外の発信元アドレスの設定（p.41-17）（任意）

MSDP のデフォルト設定
MSDP はイネーブルになっていません。デフォルトの MSDP ピアはありません。

デフォルトの MSDP ピアの設定
このソフトウェア リリースでは、BGP および MBGP がサポートされていないため、ip msdp peer
グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、ローカル スイッチに MSDP ピアを設定
することはできません。その代わり、デフォルトの MSDP ピアを定義し、そこから送信されるス
イッチのすべての SA メッセージを受信できます（そのためには、ip msdp default-peerグローバル
コンフィギュレーション コマンドを使用します）。デフォルトの MSDP ピアは、事前に設定してお
く必要があります。スイッチで MSDP ピアによる BGP または MBGP ピアリングが行われない場合
は、デフォルトの MSDP ピアを設定します。単一の MSDP ピアが設定されている場合、スイッチ
では常にそのピアからのすべての SA メッセージが受信されます。

図 41-2に、デフォルトの MSDP ピアを使用できるネットワークを示します。図 41-2では、スイッ
チ B を所有するカスタマーが、2 つの Internet Service Provider（ISP; インターネット サービス プロ
バイダー）に接続されています。一方の ISP はルータ A、もう一方の ISP はルータ C を所有してい
ます。これらの ISP 間で、BGP または MBGP は動作していません。ISP のドメイン内、または他の
ドメイン内の送信元を学習するため、カスタマー サイトのスイッチ B はルータ A をデフォルトの
MSDP ピアとして識別します。スイッチ B はルータ A とルータ C の両方に SA メッセージをアドバ
タイズしますが、受信するのはルータ A からの SA メッセージ、またはルータ C からの SA メッ
セージだけです。ルータ A がコンフィギュレーション ファイルの最初に記述されている場合、ルー
タ A が動作していれば、ルータ A が使用されます。ルータ A が動作していない場合のみ、スイッ
チ B はルータ C からの SA メッセージを受信します。これが、プレフィクス リストがない場合の
デフォルトの動作です。

プレフィクス リストを指定すると、ピアはリスト内のプレフィクス専用のデフォルト ピアになり
ます。プレフィクス リストがそれぞれ関連付けられている場合は、複数のアクティブなデフォルト
ピアを設定できます。プレフィクス リストがない場合も、複数のデフォルト ピアを設定できます
が、アクティブなデフォルト ピアになるのは最初のピアのみです（このピアにルータが接続されて
いて、ピアがアクティブの場合に限ります）。最初に設定されたデフォルト ピアに障害が発生した
場合、またはこのピアが正常に接続されていない場合は、2 番めに設定されているピアがアクティ
ブなデフォルト ピアになります。以下同様に処理されます。
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通常の場合、ISP はプレフィクス リストを使用して、カスタマーのルータから受信するプレフィク
スを定義します。

図 41-2 デフォルトの MSDP ピア ネットワーク

デフォルトの MSDP ピアを指定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。この
手順は必須です。

Si
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コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 ip msdp default-peer ip-address | name 
[prefix-list list]

すべての MSDP SA メッセージの受信元となるデフォルト ピア
を定義します。

• ip-address | nameには、MSDP デフォルト ピアの IP アドレス
または Domain Name System（DNS; ドメイン ネーム システ
ム）サーバ名を入力します。

• （任意）prefix-list listを指定する場合は、リスト内のプレフィ
クス専用のデフォルト ピアとなるピアを指定するリスト名
を入力します。プレフィクス リストがそれぞれ関連付けら
れている場合は、複数のアクティブなデフォルト ピアを設
定できます。

prefix-listキーワードが指定された ip msdp default-peerコマ
ンドを複数入力すると、複数の RP プレフィクスに対してす
べてのデフォルト ピアが同時に使用されます。この構文は
通常、スタブ サイト クラウドに接続されたサービス プロバ
イダー クラウドで使用されます。

prefix-listキーワードを指定せずに ip msdp default-peerコマ
ンドを複数入力すると、単一のアクティブ ピアですべての
SA メッセージが受信されます。このピアに障害がある場合
は、次の設定済みデフォルト ピアですべての SA メッセージ
が受信されます。この構文は通常、スタブ サイトで使用さ
れます。
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デフォルト ピアを削除するには、no ip msdp default-peer ip-address | nameグローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。

次に、図 41-2のルータ A およびルータ C の設定の一部を示します。それぞれの ISP には、デフォ
ルト ピア（BGP または MBGP 以外）を使用する複数のカスタマーが存在します（図 41-2のカスタ
マーと同様）。この場合、両方の ISP で類似した設定となります。つまり、両方の ISP では、対応
するプレフィクス リストで SA が許可されている場合、デフォルト ピアからの SA のみが受信され
ます。

ルータ A

Router(config)# ip msdp default-peer 10.1.1.1
Router(config)# ip msdp default-peer 10.1.1.1 prefix-list site-a
Router(config)# ip prefix-list site-b permit 10.0.0.0/1

ルータ C

Router(config)# ip msdp default-peer 10.1.1.1 prefix-list site-a 
Router(config)# ip prefix-list site-b permit 10.0.0.0/1

SA ステートのキャッシング
デフォルトでは、スイッチで受信された SA メッセージ内の送信元とグループのペアは、キャッシュ
に格納されません。また、MSDP SA 情報が転送される場合、この情報はメモリに格納されません。
したがって、ローカル RP で SA メッセージが受信された直後にメンバーがグループに参加した場
合、次の SA メッセージによって送信元に関する情報が取得されるまでそのメンバーは待機する必
要があります。この遅延は参加遅延と呼ばれます。

メモリを消費して送信元情報の遅延を短縮する場合は、SA メッセージをキャッシュに格納するよ
うにスイッチを設定できます。

ステップ 3 ip prefix-list name [description string] | seq 
number {permit | deny} network length

（任意）ステップ 2 で指定された名前を使用し、プレフィクス リ
ストを作成します。

• （任意）description stringを指定する場合は、このプレフィク
ス リストを説明する 80 文字以下のテキストを入力します。

• seq number には、エントリのシーケンス番号を入力します。
指定できる範囲は 1 ～ 4294967294 です。

• deny キーワードを指定すると、条件が一致した場合にアク
セスが拒否されます。

• permitキーワードを指定すると、条件が一致した場合にアク
セスが許可されます。

• network lengthには、許可または拒否されているネットワーク
の番号およびネットワーク マスク長（ビット単位）を指定
します。

ステップ 4 ip msdp description {peer-name | 
peer-address} text

（任意）設定内で、または show コマンド出力内で簡単に識別で
きるように、指定されたピアの説明を設定します。

デフォルトでは、MSDP ピアに説明は関連付けられていません。

ステップ 5 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 show running-config 設定を確認します。

ステップ 7 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明
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送信元とグループのペアのキャッシングをイネーブルにするには、イネーブル EXEC モードで次の
手順を実行します。この手順は任意です。

（注） このコマンドの代わりに、ip msdp sa-requestグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用
できます。代替コマンドを使用すると、グループの新しいメンバーがアクティブになった場合に、

SA 要求メッセージがスイッチから MSDP ピアに送信されます。詳細については、次のセクション
を参照してください。

デフォルト設定（SA ステートが作成されていない状態）に戻すには、no ip msdp cache-sa-stateグ
ローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

次に、グループ 224.2.0.0/16 への送信元である 171.69.0.0/16 のすべての送信元のキャッシュ ステー
トをイネーブルにする例を示します。

Switch(config)# ip msdp cache-sa-state 100
Switch(config)# access-list 100 permit ip 171.69.0.0 0.0.255.255 224.2.0.0 0.0.255.255

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 ip msdp cache-sa-state [list 
access-list-number]

送信元とグループのペアのキャッシングをイネーブルにします

（SA ステートを作成します）。アクセス リストを通過したこれら
のペアがキャッシュに格納されます。

list access-list-numberを指定する場合、範囲は 100 ～ 199 です。

ステップ 3 access-list access-list-number {deny | 
permit} protocol source source-wildcard 
destination destination-wildcard

IP 拡張アクセス リストを作成します。必要な回数だけこのコマ
ンドを繰り返します。

• access-list-numberの範囲は 100 ～ 199 です。ステップ 2 で作
成した番号と同じ値を入力します。

• deny キーワードを指定すると、条件が一致した場合にアク
セスが拒否されます。permitキーワードを指定すると、条件
が一致した場合にアクセスが許可されます。

• protocolには、プロトコル名として ipを入力します。

• sourceには、パケットの送信元であるネットワークまたはホ
ストの番号を入力します。

• source-wildcardには、送信元に適用するワイルドカード ビッ
トをドット付き 10 進表記で入力します。無視するビット位
置に 1 を配置します。

• destinationには、パケットの送信先であるネットワークまた
はホストの番号を入力します。

• destination-wildcard には、宛先に適用するワイルドカード

ビットをドット付き 10 進表記で入力します。無視するビッ
ト位置に 1 を配置します。

アクセス リストの末尾には、すべてに適用される暗黙の拒否ス
テートメントが常に存在することに注意してください。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show running-config 設定を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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MSDP ピアからの送信元情報の要求
ローカル RP では、SA 要求を送信し、指定されたグループに対するすべてのアクティブな送信元の
要求をすぐに取得できます。デフォルトでは、新しいメンバーがグループに参加してマルチキャス

ト トラフィックを受信する必要が生じた場合、スイッチは MSDP ピアに SA 要求メッセージを送信
しません。新しいメンバーは次の定期的な SA メッセージを受信する必要があります。

グループへの送信元である接続 PIM SM ドメイン内のアクティブなマルチキャスト送信元を、グ
ループの新しいメンバーが学習する必要がある場合は、新しいメンバーがグループに参加したとき

に、指定された MSDP ピアに SA 要求メッセージを送信するようにスイッチを設定します。ピアは
SA キャッシュ内の情報に応答します。ピアにキャッシュが設定されていない場合、このコマンド
を実行しても何も起こりません。この機能を設定すると参加遅延は短縮されますが、メモリが消費

されます。

新しいメンバーがグループに参加し、マルチキャスト トラフィックを受信する必要が生じた場合、
MSDP ピアに SA 要求メッセージを送信するようにスイッチを設定するには、イネーブル EXEC
モードで次の手順を実行します。この手順は任意です。

デフォルト設定に戻すには、no ip msdp sa-request {ip-address | name}グローバル コンフィギュレー
ション コマンドを使用します。

次に、171.69.1.1 の MSDP ピアに SA 要求メッセージを送信するように、スイッチを設定する例を
示します。

Switch(config)# ip msdp sa-request 171.69.1.1

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 ip msdp sa-request {ip-address | name} 指定された MSDP ピアに SA 要求メッセージを送信するように、
スイッチを設定します。

ip-address | name を指定する場合は、グループの新しいメンバー
がアクティブになるときにローカル スイッチの SA メッセージ
の要求元になる MSDP ピアの IP アドレス、または名前を入力し
ます。

SA メッセージを送信する必要がある MSDP ピアごとに、このコ
マンドを繰り返します。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show running-config 設定を確認します。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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スイッチから発信される送信元情報の制御

スイッチから発信されるマルチキャスト送信元情報を制御できます。

• アドバタイズ対象の送信元（送信元ベース）

• 送信元情報のレシーバー（要求元認識ベース）

詳細については、「送信元の再配信」（p.41-9）および「SA 要求メッセージのフィルタリング」
（p.41-10）を参照してください。

送信元の再配信

SA メッセージは、送信元が登録されている RP で発信されます。デフォルトでは、RP に登録され
ているすべての送信元がアドバタイズされます。送信元が登録されている場合は、RP に A フラグ
が設定されています。このフラグは、フィルタリングされる場合を除き、送信元が SA に格納され
てアドバタイズされることを意味します。

アドバタイズされる登録済みの送信元を制限するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行
します。この手順は任意です。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 ip msdp redistribute [list access-list-name] 
[asn aspath-access-list-number] 
[route-map map]

SA メッセージに格納されてアドバタイズされる、マルチキャス
ト ルーティング テーブル内の（S,G）エントリを設定します。

デフォルトでは、ローカル ドメイン内の送信元のみがアドバタ
イズされます。

• （任意）list access-list-nameを指定する場合は、IP 標準または
IP 拡張アクセス リストの名前または番号を入力します。標
準アクセス リストの範囲は 1 ～ 99、拡張アクセス リストの
範囲は 100 ～ 199 です。アクセス リストによって、アドバ
タイズされるローカルな送信元、および送信されるグループ

が制御されます。

• （任意）asn aspath-access-list-numberを指定する場合は、1 ～
199 の範囲の IP 標準または IP 拡張アクセス リスト番号を入
力します。このアクセス リスト番号は、ip as-path access-list
コマンドでも設定する必要があります。

• （任意）route-map mapを指定する場合は、1 ～ 199 の範囲の
IP 標準または IP 拡張アクセス リスト番号を入力します。こ
のアクセス リスト番号は、ip as-path access-listコマンドでも
設定する必要があります。

アドバタイズされる（S,G）ペアは、アクセス リストまたは自律
システム パス アクセス リストによって決まります。



第 41章      MSDP の設定
MSDP の設定

41-10
Catalyst 3750 スイッチ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

78-16180-06-J

フィルタを削除するには、no ip msdp redistributeグローバル コンフィギュレーション コマンドを
使用します。

SA 要求メッセージのフィルタリング

デフォルトでは、SA 情報をキャッシングしているスイッチのみが、SA 要求に応答します。このよ
うなスイッチでは、デフォルトで MSDP ピアからのすべての SA 要求メッセージが採用され、アク
ティブな送信元の IP アドレスが取得されます。

ただし、MSDP ピアからの SA 要求をすべて無視するように、スイッチを設定できます。標準アク
セス リストに記述されたグループのピアからの SA 要求メッセージのみを採用することもできま
す。アクセス リスト内のグループが指定された場合は、そのグループのピアからの SA 要求メッ
セージが受信されます。他のグループのピアからの他のメッセージは、すべて無視されます。

これらの方法のいずれかを設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。この
手順は任意です。

ステップ 3 access-list access-list-number {deny | 
permit} source [source-wildcard]

または

access-list access-list-number {deny | 
permit} protocol source source-wildcard 
destination destination-wildcard

IP 標準アクセス リストを作成します。必要な回数だけこのコマ
ンドを繰り返します。

または

IP 拡張アクセス リストを作成します。必要な回数だけこのコマ
ンドを繰り返します。

• access-list-number には、標準アクセス リストの範囲は 1 ～
99、拡張アクセス リストの範囲は 100 ～ 199 です。ステッ
プ 2 で作成した番号と同じ値を入力します。

• deny キーワードを指定すると、条件が一致した場合にアク
セスが拒否されます。permitキーワードを指定すると、条件
が一致した場合にアクセスが許可されます。

• protocolには、プロトコル名として ipを入力します。

• sourceには、パケットの送信元であるネットワークまたはホ
ストの番号を入力します。

• source-wildcardには、送信元に適用するワイルドカード ビッ
トをドット付き 10 進表記で入力します。無視するビット位
置に 1 を配置します。

• destinationには、パケットの送信先であるネットワークまた
はホストの番号を入力します。

• destination-wildcard には、宛先に適用するワイルドカード

ビットをドット付き 10 進表記で入力します。無視するビッ
ト位置に 1 を配置します。

アクセス リストの末尾には、すべてに適用される暗黙の拒否ス
テートメントが常に存在することに注意してください。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show running-config 設定を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明
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デフォルト設定に戻すには、no ip msdp filter-sa-request {ip-address | name}グローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。

次に、171.69.2.2 の MSDP ピアからの SA 要求メッセージをフィルタリングするように、スイッチ
を設定する例を示します。ネットワーク 192.4.22.0 の送信元からの SA 要求メッセージはアクセス
リスト 1 を通過して、受信されます。その他のすべてのメッセージは無視されます。

Switch(config)# ip msdp filter sa-request 171.69.2.2 list 1
Switch(config)# access-list 1 permit 192.4.22.0 0.0.0.255

スイッチで転送される送信元情報の制御

デフォルトでは、スイッチで受信されたすべての SA メッセージが、すべての MSDP ピアに転送さ
れます。ただし、フィルタリングするか、または Time To Live（TTL）値を設定し、発信メッセー
ジがピアに転送されないようにすることができます。次のセクションでは、この方法について説明

します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 ip msdp filter-sa-request ip-address | name

または

ip msdp filter-sa-request {ip-address | 
name} list access-list-number

指定された MSDP ピアからの SA 要求メッセージをすべてフィ
ルタリングします。

または

標準アクセス リストを通過したグループに対して、指定された
MSDP ピアからの SA 要求メッセージをフィルタリングします。
アクセス リストには、複数のグループ アドレスが記述されてい
ます。access-list-number の範囲は 1 ～ 99 です。

ステップ 3 access-list access-list-number {deny | 
permit} source [source-wildcard]

IP 標準アクセス リストを作成します。必要な回数だけこのコマ
ンドを繰り返します。

• access-list-numberの範囲は 1 ～ 99 です。

• deny キーワードを指定すると、条件が一致した場合にアク
セスが拒否されます。permitキーワードを指定すると、条件
が一致した場合にアクセスが許可されます。

• sourceには、パケットの送信元であるネットワークまたはホ
ストの番号を入力します。

• （任意）source-wildcard を指定する場合は、送信元に適用す
るワイルドカード ビットをドット付き 10 進表記で入力しま
す。無視するビット位置に 1 を配置します。

アクセス リストの末尾には、すべてに適用される暗黙の拒否ス
テートメントが常に存在することに注意してください。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show running-config 設定を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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フィルタの使用法

フィルタを作成すると、次のいずれかの処理を実行できます。

• すべての送信元とグループのペアのフィルタリング

• 特定の送信元とグループのペアのみが通過するように、IP 拡張アクセス リストを指定

• ルート マップの一致条件に基づくフィルタリング

フィルタを適用するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。この手順は任意です。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 ip msdp sa-filter out ip-address | name

または

ip msdp sa-filter out {ip-address | name} 
list access-list-number

または

ip msdp sa-filter out {ip-address | name} 
route-map map-tag

指定された MSDP ピアへの SA メッセージをフィルタリングし
ます。

または

IP 拡張アクセス リストを通過する、指定されたピア宛の SA メッ
セージのみを通過させます。拡張アクセス リスト
access-list-numberの範囲は 100 ～ 199 です。

listと route-mapの両方のキーワードを使用すると、すべての条
件が true である場合に、発信 SA メッセージ内のすべての（S,G）
ペアが通過します。

または

ルート マップ map-tag内の一致条件を満たす、指定された MSDP
ピア宛の SA メッセージを通過させます。

すべての一致条件が true の場合、ルート マップに permitが指定
されていれば、ルートはフィルタを通過します。deny が指定さ
れていれば、ルートはフィルタリングされます。

ステップ 3 access-list access-list-number {deny | 
permit} protocol source source-wildcard 
destination destination-wildcard

（任意）IP 拡張アクセス リストを作成します。必要な回数だけこ
のコマンドを繰り返します。

• access-list-numberには、ステップ 2 で指定した番号を入力し
ます。

• deny キーワードを指定すると、条件が一致した場合にアク
セスが拒否されます。permitキーワードを指定すると、条件
が一致した場合にアクセスが許可されます。

• protocolには、プロトコル名として ipを入力します。

• sourceには、パケットの送信元であるネットワークまたはホ
ストの番号を入力します。

• source-wildcardには、送信元に適用するワイルドカード ビッ
トをドット付き 10 進表記で入力します。無視するビット位
置に 1 を配置します。

• destinationには、パケットの送信先であるネットワークまた
はホストの番号を入力します。

• destination-wildcard には、宛先に適用するワイルドカード

ビットをドット付き 10 進表記で入力します。無視するビッ
ト位置に 1 を配置します。

アクセス リストの末尾には、すべてに適用される暗黙の拒否ス
テートメントが常に存在することに注意してください。
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フィルタを削除するには、no ip msdp sa-filter out {ip-address | name} [list access-list-number]
[route-map map-tag] グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

次に、アクセス リスト 100 を通過する（S,G）ペアのみが SA メッセージに格納され、switch.cisco.com
という名前のピアに転送されるように設定する例を示します。

Switch(config)# ip msdp peer switch.cisco.com connect-source gigabitethernet1/0/1
Switch(config)# ip msdp sa-filter out switch.cisco.com list 100
Switch(config)# access-list 100 permit ip 171.69.0.0 0.0.255.255 224.20 0 0.0.255.255

SA メッセージに格納されて送信されるマルチキャスト データの TTL による制限

TTL 値を使用して、各送信元の最初の SA メッセージにカプセル化されるデータを制御できます。
IP ヘッダー TTL 値が ttl引数以上であるマルチキャスト パケットのみが、指定された MSDP ピアに
送信されます。たとえば、内部トラフィックの TTL 値を 8 に制限できます。他のグループを外部に
送信する場合は、これらのパケットの TTL を 8 より大きく設定して送信する必要があります。

TTL スレッシュホールドを確立するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。この
手順は任意です。

デフォルト設定に戻すには、no ip msdp ttl-threshold {ip-address | name} グローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。

スイッチで受信される送信元情報の制御

デフォルトでは、スイッチは、MSDP の RPF ピアによって送信されたすべての SA メッセージを受
信します。ただし、着信 SA メッセージをフィルタリングし、MSDP ピアから受信する送信元情報
を制御できます。つまり、特定の着信 SA メッセージを受信しないようにスイッチを設定できます。

次のいずれかの処理を実行できます。

• MSDP ピアからのすべての着信 SA メッセージのフィルタリング

• 特定の送信元とグループのペアが通過するように、IP 拡張アクセス リストを指定

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show running-config 設定を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 ip msdp ttl-threshold {ip-address | name} 
ttl

指定された MSDP ピア宛の最初の SA メッセージにカプセル化
されるマルチキャスト データを制限します。

• ip-address | name を指定する場合は、TTL の制限が適用され
る MSDP ピアの IP アドレスまたは名前を入力します。

• ttlには、TTL 値を入力します。デフォルトは 0 です。この場
合、すべてのマルチキャスト データ パケットは、TTL がな
くなるまでピアに転送されます。指定できる範囲は 0 ～ 255
です。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show running-config 設定を確認します。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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• ルート マップの一致条件に基づくフィルタリング

フィルタを適用するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。この手順は任意です。

フィルタを削除するには、no ip msdp sa-filter in {ip-address | name} [list access-list-number] [route-map
map-tag] グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 ip msdp sa-filter in ip-address | name

または

ip msdp sa-filter in {ip-address | name} list 
access-list-number

または

ip msdp sa-filter in {ip-address | name} 
route-map map-tag

指定された MSDP ピアからの SA メッセージをすべてフィルタ
リングします。

または

IP 拡張アクセス リストを通過する、指定されたピアからの SA
メッセージのみを通過させます。拡張アクセス リスト
access-list-numberの範囲は 100 ～ 199 です。

listと route-mapの両方のキーワードを使用すると、すべての条
件が true である場合に、着信 SA メッセージ内のすべての（S,G）
ペアが通過します。

または

ルート マップ map-tag内の一致条件を満たす、指定された MSDP
ピアからの SA メッセージを通過させます。

すべての一致条件が true の場合、ルート マップに permitが指定
されていれば、ルートはフィルタを通過します。deny が指定さ
れていれば、ルートはフィルタリングされます。

ステップ 3 access-list access-list-number {deny | 
permit} protocol source source-wildcard 
destination destination-wildcard

（任意）IP 拡張アクセス リストを作成します。必要な回数だけこ
のコマンドを繰り返します。

• access-list-numberには、ステップ 2 で指定した番号を入力し
ます。

• deny キーワードを指定すると、条件が一致した場合にアク
セスが拒否されます。permitキーワードを指定すると、条件
が一致した場合にアクセスが許可されます。

• protocolには、プロトコル名として ipを入力します。

• sourceには、パケットの送信元であるネットワークまたはホ
ストの番号を入力します。

• source-wildcardには、送信元に適用するワイルドカード ビッ
トをドット付き 10 進表記で入力します。無視するビット位
置に 1 を配置します。

• destinationには、パケットの送信先であるネットワークまた
はホストの番号を入力します。

• destination-wildcard には、宛先に適用するワイルドカード

ビットをドット付き 10 進表記で入力します。無視するビッ
ト位置に 1 を配置します。

アクセス リストの末尾には、すべてに適用される暗黙の拒否ス
テートメントが常に存在することに注意してください。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show running-config 設定を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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次に、switch.cisco.comという名前のピアからのすべての SA メッセージをフィルタリングする例を
示します。

Switch(config)# ip msdp peer switch.cisco.com connect-source gigabitethernet1/0/1
Switch(config)# ip msdp sa-filter in switch.cisco.com

MSDP メッシュ グループの設定
MSDP メッシュ グループは、MSDP によって完全なメッシュ型に相互接続された MSDP スピーカー
のグループです。メッシュ グループ内のピアから受信された SA メッセージは、同じメッシュ グ
ループ内の他のピアに転送されません。したがって、SA メッセージのフラッディングが削減され、
ピア RPF フラッディングが簡素化されます。ドメイン内に複数の RP がある場合は、ip msdp
mesh-groupグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。特に、ドメインにわたっ
て SA メッセージを送信する場合に使用します。単一のスイッチに複数のメッシュ グループを（異
なる名前で）設定できます。

メッシュ グループを作成するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。この手順
は任意です。

メッシュ グループから MSDP ピアを削除するには、no ip msdp mesh-group name {ip-address | name}
グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

MSDP ピアのシャットダウン
複数の MSDP コマンドが設定された単一のピアをアクティブにしない場合は、ピアをシャットダウ
ンしてから、あとで起動できます。ピアがシャットダウンすると、TCP 接続が終了し、再起動され
ません。ピアの設定情報を保持したまま、MSDP セッションをシャットダウンすることもできます。

ピアをシャットダウンするには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。この手順は任
意です。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 ip msdp mesh-group name {ip-address | 
name}

MSDP メッシュ グループを設定するには、そのメッシュ グルー
プに属する MSDP ピアを指定します。

デフォルトでは、MSDP ピアはメッシュ グループに属しません。

• nameには、メッシュ グループの名前を入力します。

• ip-address | nameには、メッシュ グループのメンバーになる
MSDP ピアの IP アドレスまたは名前を入力します。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show running-config 設定を確認します。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

ステップ 6 グループ内の MSDP ピアごとに、この手順を繰り返します。
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ピアを再起動するには、no ip msdp shutdown {peer-name | peer address} グローバル コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。TCP 接続が再確立されます。

MSDP への境界 PIM DM 領域の追加
Dense-Mode（DM; dense [密 ] モード）領域と PIM SM 領域の境界となるスイッチに MSDP を設定
します。デフォルトでは、DM 領域のアクティブな送信元は MSDP に参加しません。

（注） ip msdp border sa-addressグローバル コンフィギュレーション コマンドの使用は推奨できません。
DM ドメイン内の送信元が SM ドメイン内の RP にプロキシ登録されるように SM ドメイン内の境
界ルータを設定し、標準 MSDP 手順でこれらの送信元をアドバタイズするように SM ドメインを設
定してください。

DM 領域でアクティブな送信元の SA メッセージを MSDP ピアに送信するように境界ルータを設定
するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。この手順は任意です。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 ip msdp shutdown {peer-name | peer 
address}

設定情報を保持したまま、指定された MSDP ピアを管理上の
シャットダウン状態にします。

peer-name | peer address を指定する場合は、シャットダウンする
MSDP ピアの IP アドレスまたは名前を入力します。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show running-config 設定を確認します。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 ip msdp border sa-address interface-id DM 領域内のアクティブな送信元に関する SA メッセージを送信
するように、DM 領域と SM 領域の境界スイッチを設定します。

interface-id には、SA メッセージ内の RP アドレスとして使用さ
れる、IP アドレスの配信元となるインターフェイスを指定しま
す。

インターフェイスの IP アドレスは、SA メッセージ内の RP
フィールド [Originator-ID] の値として使用されます。

ステップ 3 ip msdp redistribute [list access-list-name] 
[asn aspath-access-list-number] [route-map 
map]

SA メッセージに格納されてアドバタイズされる、マルチキャス
ト ルーティング テーブル内の（S,G）エントリを設定します。

詳細については、「送信元の再配信」（p.41-9）を参照してくださ
い。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show running-config 設定を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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ip msdp originator-id グローバル コンフィギュレーション コマンドを実行すると、RP アドレスと
して使用されるインターフェイスも識別されます。ip msdp border sa-addressと ip msdp originator-id
の両方のグローバル コンフィギュレーション コマンドが設定されている場合、
ip msdp originator-idコマンドから取得されたアドレスによって RP アドレスが決まります。

デフォルト設定（DM 領域内のアクティブな送信元が MSDP に参加しない設定）に戻すには、no ip
msdp border sa-address interface-idグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

RP アドレス以外の発信元アドレスの設定
SA メッセージの発信元である MSDP スピーカーで、インターフェイスの IP アドレスを SA メッ
セージ内の RP アドレスとして使用する場合は、送信元 ID を変更します。次のいずれかの場合に送
信元 ID を変更できます。

• MSDP メッシュ グループ内の複数のスイッチ上で、ローカルな RP を設定する場合

• PIM SM ドメインと DM ドメインの境界となるスイッチがある場合。サイトの DM ドメインの
境界となるスイッチがあり、SM がその外部で使用されている場合は、DM の送信元を外部に
通知する必要があります。このスイッチは RP でないため、SA メッセージで使用される RP ア
ドレスはありません。したがって、このコマンドではインターフェイスのアドレスを指定し、

RP アドレスを提供します。

SA メッセージの発信元である MSDP スピーカーで、インターフェイスの IP アドレスを SA メッ
セージ内の RP アドレスとして使用できるようにするには、イネーブル EXEC モードで次の手順を
実行します。この手順は任意です。

ip msdp border sa-addressと ip msdp originator-idの両方のグローバル コンフィギュレーション コ
マンドが設定されている場合、ip msdp originator-idコマンドから取得されたアドレスによって RP
アドレスが決まります。

この方法で RP アドレスが取得されないようにするには、no ip msdp originator-id interface-idグロー
バル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 ip msdp originator-id interface-id 発信元デバイスのインターフェイスのアドレスとなるように、SA
メッセージ内の RP アドレスを設定します。

interface-idには、ローカル スイッチのインターフェイスを指定しま
す。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show running-config 設定を確認します。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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MSDP のモニタおよびメンテナンス
MSDP SA メッセージ、ピア、ステート、またはピア ステートをモニタするには、表 41-1に示すイ
ネーブル EXEC コマンドを 1 つまたは複数使用します。

MSDP 接続、統計情報、または SA キャッシュ エントリをクリアするには、表 41-2に示すイネーブ
ル EXEC コマンドを使用します。

表 41-1 MSDP のモニタおよびメンテナンスのためのコマンド

コマンド 説明

debug ip msdp [peer-address | name] [detail] [routes] MSDP アクティビティをデバッグします。

debug ip msdp resets MSDP ピアのリセット原因をデバッグします。

show ip msdp count [autonomous-system-number] SA メッセージに格納され、各自律システムから発信された送
信元およびグループの個数を表示します。

ip msdp cache-sa-stateコマンドは、このコマンドによって出力
が生成されるように設定する必要があります。

show ip msdp peer [peer-address | name] MSDP ピアに関する詳細情報を表示します。

show ip msdp sa-cache [group-address | source-address | 
group-name | source-name] [autonomous-system-number]

MSDP ピアから学習した（S,G）ステートを表示します。

show ip msdp summary MSDP ピア ステータスおよび SA メッセージ数を表示します。

表 41-2 MSDP 接続、統計情報、または SA キャッシュ エントリをクリアするためのコマンド

コマンド 説明

clear ip msdp peer peer-address | name 指定された MSDP ピアへの TCP 接続をクリアし、すべての MSDP
メッセージ カウンタをリセットします。

clear ip msdp statistics [peer-address | name] セッションをリセットせずに、1 つまたはすべての MSDP ピア統計情
報カウンタをクリアします。

clear ip msdp sa-cache [group-address | name] すべてのエントリの SA キャッシュ エントリ、特定のグループのすべ
ての送信元、または特定の送信元とグループのペアのすべてのエント

リをクリアします。
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42

代替ブリッジングの設定

この章では、Catalyst 3750スイッチに代替ブリッジング（VLAN［仮想 LAN］ブリッジング）を設
定する方法について説明します。代替ブリッジングを使用すると、スイッチが VLAN ブリッジ ド
メインとルーテッド ポート間でルーティングしない、非 IP パケットを転送できます。

この機能を使用するには、スタック マスター上で IP サービス イメージ（以前の拡張マルチレイヤ
イメージ [EMI]）が稼働している必要があります。特に明記しないかぎり、スイッチという用語は
スタンドアロン スイッチおよびスイッチ スタックを意味します。

（注） この章で使用されるコマンドの構文および使用方法の詳細については、『Cisco IOS Bridging and IBM
Networking Command Reference, Volume 1 of 2』 Release 12.2 を参照してください。

この章で説明する内容は、次のとおりです。

• 代替ブリッジングの概要（p.42-2）

• 代替ブリッジングの設定（p.42-4）

• 代替ブリッジングの表示およびメンテナンス（p.42-12）
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代替ブリッジングの概要

ここでは、代替ブリッジングの機能について説明します。

• 代替ブリッジングの概要（p.42-2）

• 代替ブリッジングおよびスイッチ スタック（p.42-3）

代替ブリッジングの概要

代替ブリッジングを使用すると、スイッチは複数の VLAN またはルーテッド ポート（特に 1 つの
ブリッジ ドメイン内で複数の VLAN に接続されている VLAN またはルーテッド ポート）をまとめ
てブリッジングできます。代替ブリッジングを行うと、スイッチでルーティングされないトラ

フィックや DECnet など、ルーティングできないプロトコルに属するトラフィックが転送されます。

VLAN ブリッジ ドメインは、Switch Virtual Interface（SVI）によって表されます。（VLAN が関連付
けられていない）一連の SVI およびルーテッド ポートは、ブリッジ グループを形成するように設
定（グループ化）できます。SVI はスイッチ ポートの VLAN を、システム内のルーティング機能
またはブリッジング機能へのインターフェイスの 1 つとして表します。1 つの VLAN に関連付ける
ことができる SVI は 1 つだけです。VLAN 間のルーティング、VLAN 間でルーティングできないプ
ロトコルの代替ブリッジング、またはスイッチと IP ホストの接続を実現する場合のみ、VLAN に
SVI を設定してください。ルーテッド ポートはルータ上のポートと同様に機能する物理ポートです
が、ルータには接続されていません。ルーテッド ポートは特定の VLAN と関連付けられておらず、
VLAN サブインターフェイスをサポートしていませんが、通常のルーテッド ポートのように動作し
ます。SVI およびルーテッド ポートの詳細については、第 11 章「インターフェイス特性の設定」
を参照してください。

ブリッジ グループは、スイッチ上のネットワーク インターフェイスの内部構造です。ブリッジ グ
ループが定義されているスイッチの外側にあるブリッジ グループ内では、スイッチングされるトラ
フィックを識別するためにブリッジ グループを使用することはできません。同じスイッチ上のブ
リッジ グループは、異なるブリッジとして機能します。つまり、スイッチ上の異なるブリッジ グ
ループ間で、ブリッジド トラフィックおよび Bridge Protocol Data Unit（BPDU; ブリッジ プロトコ
ル データ ユニット）は交換されません。

代替ブリッジングを使用しても、ブリッジングされている VLAN のスパニングツリーは縮小できま
せん。各 VLAN には、独自のスパニングツリー インスタンスと、ループを防止するためにブリッ
ジ グループの一番上で動作する個別のスパニングツリー（別名 VLAN ブリッジ スパニングツリー）
があります。

ブリッジ グループが作成されると、スイッチは VLAN ブリッジ スパニングツリー インスタンスを
作成します。スイッチはブリッジ グループを実行し、ブリッジ グループ内の SVI およびルーテッ
ド ポートをスパニングツリー ポートとして処理します。

ネットワーク インターフェイスをブリッジ グループに格納する理由は、次のとおりです。

• ブリッジ グループを構成するネットワーク インターフェイス間でルーティングされない全ト
ラフィックをブリッジングするため。宛先アドレスがブリッジ テーブルに格納されているパ
ケットは、ブリッジ グループ内の単一のインターフェイス上で転送されます。宛先アドレスが
ブリッジ テーブル内に格納されていないパケットは、ブリッジ グループ内のすべてのインター
フェイス上でフラッディングされます。ブリッジ グループで送信元 MAC アドレスが取得され
るのは、このアドレスが VLAN 上で取得された場合のみです（この逆は成り立ちません）。ス
タック メンバーで取得されたアドレスは、スタック内のすべてのスイッチで取得されます。

• 接続されている LAN 上で BPDU を受信（場合によっては送信）することにより、スパニング
ツリー アルゴリズムに参加するため。設定されたブリッジ グループごとに、個別のスパニン
グツリー プロセスが動作します。各ブリッジ グループは個別のスパニングツリー インスタン
スに参加します。ブリッジ グループは、メンバー インターフェイスだけが受信する BPDU に
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基づいて、スパニングツリー インスタンスを確立します。VLAN がブリッジ グループに属し
ていないポートに着信したブリッジ Spanning-Tree Bridge Protocol（STP; スパニングツリー ブ
リッジ プロトコル）BPDU は、VLAN のすべての転送ポートでフラッディングされます。

図 42-1 に、代替ブリッジング ネットワークの例を示します。このスイッチには、SVI として 2 つ
のポートが設定されています。これらの SVI は異なる IP アドレスを持ち、2 つの異なる VLAN に
接続されています。さらに、もう 1 つのポートが独自の IP アドレスを持つルーテッド ポートとし
て設定されています。これらの 3 つのポートがすべて同じブリッジ グループに割り当てられている
場合は、これらのポートが異なるネットワークや異なる VLAN にあっても、スイッチに接続されて
いるエンド ステーション間で非 IP プロトコル フレームを転送できます。代替ブリッジングを機能
させるために IP アドレスをルーテッド ポートや SVI に割り当てる必要はありません。

図 42-1 代替ブリッジング ネットワークの例

代替ブリッジングおよびスイッチ スタック
スタック マスターに障害が発生すると、第 5 章「スイッチ スタックの管理」に記載された選択プ
ロセスを使用して、スタック メンバーの 1 つが新しいスタック マスターになります。新しいスタッ
ク マスターは新しい VLAN ブリッジ スパニングツリー インスタンスを作成し、このインスタンス
は代替ブリッジングに使用されるスパニングツリー ポートを一時的に非転送ステートにします。ス
パニングツリー ステートが転送ステートに移行するまでは、一時的にトラフィックが中断されるこ
とがあります。ブリッジ グループで、すべての MAC アドレスを取得し直す必要があります。

（注） IP サービス イメージを実行しているスタック マスターで障害が発生し、新しく選択されたスタッ
ク マスターが IP ベース イメージ（以前の標準マルチレイヤ イメージ [SMI]）を実行している場合、
そのスイッチ スタックの代替ブリッジング機能は失われます。

スタックを統合するか、またはスタックに新しいスイッチを追加すると、ブリッジ グループに属す
る、アクティブになった新しい VLAN が、VLAN ブリッジ STP に追加されます。

スタック メンバーに障害が発生すると、このメンバーから取得されたアドレスがブリッジ グルー
プ MAC アドレス テーブルから削除されます。

スイッチ スタックの詳細については、第 5 章「スイッチ スタックの管理」を参照してください。

10
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代替ブリッジングの設定

ここでは、次の設定について説明します。

• 代替ブリッジングのデフォルト設定（p.42-4）

• 代替ブリッジング設定時の注意事項（p.42-4）

• ブリッジ グループの作成（p.42-5）（必須）

• スパニングツリー パラメータの調整（p.42-6）（任意）

代替ブリッジングのデフォルト設定

表 42-1に、代替ブリッジングのデフォルト設定を示します。

代替ブリッジング設定時の注意事項

スイッチには、最大 32 個のブリッジ グループを設定できます。

1 つのインターフェイス（SVI またはルーテッド ポート）が所属できるブリッジ グループは 1 つだ
けです。

スイッチに接続されている個別のブリッジド ネットワーク（トポロジーの上で区別されるネット
ワーク）ごとに、1 つのブリッジ グループを使用してください。

プライベート VLAN で設定されたスイッチ上で、代替ブリッジングを設定しないでください。

IP（バージョン 4 およびバージョン 6）、Address Resolution Protocol（ARP; アドレス解決プロトコ
ル）、Reverse Address Resolution Protocol（RARP）、LOOPBACK、Frame Relay ARP 以外のプロトコ
ルはすべて、代替ブリッジングされます。

表 42-1 代替ブリッジングのデフォルト設定

機能 デフォルト設定

ブリッジ グループ 未定義であるか、またはポートに割り当てられ

ていません。VLAN ブリッジ STP は定義されて
いません。

動的に学習されたステーションに対するスイッ

チからのフレーム転送

イネーブル

スパニングツリー パラメータ

• スイッチ プライオリティ

• ポート プライオリティ

• ポート パス コスト

• hello BPDU インターバル

• 転送遅延時間

• 最大アイドル時間

• 32768

• 128

• 10 Mbps：100
100 Mbps：19
1000 Mbps： 4

• 2 秒

• 20 秒

• 30 秒
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ブリッジ グループの作成
一連の SVI またはルーテッド ポートに代替ブリッジングを設定する場合は、これらのインターフェ
イスをブリッジ グループに割り当てる必要があります。同じグループ内のすべてのインターフェイ
スは、同じブリッジ ドメインに属します。各 SVI またはルーテッド ポートは、1 つのブリッジ グ
ループだけに割り当てることができます。

（注） 保護ポート機能を代替ブリッジングと併用することはできません。代替ブリッジングがイネーブル

である場合、スイッチ上の 1 つの保護ポートから、別の VLAN 内にある同じスイッチ上の別の保
護ポートにパケットが転送される可能性があります。

ブリッジ グループを作成し、そこにインターフェイスを割り当てるには、イネーブル EXEC モー
ドで次の手順を実行します。この手順は必須です。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 bridge bridge-group protocol vlan-bridge ブリッジ グループ番号を割り当て、ブリッジ グループで実行す
る VLAN ブリッジ スパニングツリー プロトコルを指定します。
ibmおよび decキーワードはサポートされていません。

bridge-groupには、ブリッジ グループ番号を指定します。指定で
きる範囲は 1 ～ 255 です。最大 32 個のブリッジ グループを作成
できます。

フレームは同じグループ内のインターフェイス間でのみブリッ

ジングされます。

ステップ 3 interface interface-id ブリッジ グループを割り当てるインターフェイスを指定し、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。

次のいずれかのインターフェイスを指定する必要があります。

• ルーテッド ポート：no switchportインターフェイス コンフィ
ギュレーション コマンドを入力して、レイヤ 3 ポートとし
て設定された物理ポートです。

• SVI：interface vlan vlan-idグローバル コンフィギュレーショ
ン コマンドを使用して作成された VLAN インターフェイス
です。

（注） ルーテッド ポートや SVI に IP アドレスを割り当てるこ
とができますが、これは必須ではありません。

ステップ 4 bridge-group bridge-group ステップ 2 で作成したブリッジ グループにインターフェイスを
割り当てます。

デフォルトでは、インターフェイスはどのブリッジ グループに
も割り当てられていません。インターフェイスは 1 つのブリッジ
グループにのみ割り当てることができます。

ステップ 5 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 show running-config 設定を確認します。

ステップ 7 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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ブリッジ グループを削除するには、no bridge bridge-groupグローバル コンフィギュレーション コ
マンドを使用します。no bridge bridge-groupコマンドを使用すると、該当するブリッジ グループか
らすべての SVI およびルーテッド ポートが自動的に削除されます。ブリッジ グループからイン
ターフェイスを削除したり、ブリッジ グループを削除するには、no bridge-group bridge-groupイン
ターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。

次に、ブリッジ グループ 10 を作成してこのブリッジ グループ内で実行する VLAN ブリッジ STP
を指定し、ポートをルーテッド ポートとして定義して、ブリッジ グループにポートを割り当てる
例を示します。

Switch(config)# bridge 10 protocol vlan-bridge
Switch(config)# interface gigabitethernet3/0/1
Switch(config-if)# no switchport
Switch(config-if)# no shutdown
Switch(config-if)# bridge-group 10

次に、ブリッジ グループ 10 を作成して、このブリッジ グループで実行する VLAN ブリッジ STP
を指定する例を示します。この例では、ポートを SVI として定義し、このポートを VLAN 2 および
ブリッジ グループに割り当てます。

Switch(config)# bridge 10 protocol vlan-bridge
Switch(config)# vlan 2
Switch(config-vlan)# exit
Switch(config)# interface vlan 2
Switch(config-if)# bridge-group 10
Switch(config-if)# no shutdown
Switch(config-if)# exit
Switch(config)# interface gigabitethernet2/0/2
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 2
Switch(config-if)# no shutdown

スパニングツリー パラメータの調整
特定のスパニングツリー パラメータのデフォルト値が不適切な場合は、このパラメータを調整する
必要があります。スパニングツリー全体に影響するパラメータを設定する場合は、さまざまなタイ

プの bridgeグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。インターフェイス固有の
パラメータを設定する場合は、さまざまなタイプの bridge-group インターフェイス コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。

スパニングツリー パラメータを調整するには、次に示す作業のいずれかを実行します。

• VLAN ブリッジ スパニングツリー プライオリティの変更（p.42-7）（任意）

• インターフェイス プライオリティの変更（p.42-7）（任意）

• パス コストの割り当て（p.42-8）（任意）

• BPDU インターバルの調整（p.42-9）（任意）

• インターフェイスでのスパニングツリーのディセーブル化（p.42-11）（任意）

（注） スパニングツリー パラメータの調整は、スイッチおよび STP の機能に精通しているネットワーク
管理者のみが行ってください。計画が不十分なまま調整を行うと、パフォーマンスの低下を招くこ

とがあります。スイッチングに関する資料としては、IEEE 802.1D 仕様が適しています。詳細につ
いては、『Cisco IOS Configuration Fundamentals Command Reference』の付録「References and 
Recommended Reading」を参照してください。
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VLAN ブリッジ スパニングツリー プライオリティの変更

ルート スイッチの候補として別のスイッチと同等のレベルにあるスイッチには、VLAN ブリッジ
スパニングツリー プライオリティをグローバルに設定できます。このスイッチがルート スイッチ
として選択される可能性を設定することもできます。

スイッチ プライオリティを変更するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を行います。この
手順は任意です。

デフォルト設定に戻すには、no bridge bridge-group priorityグローバル コンフィギュレーション コ
マンドを使用します。ポートのプライオリティを変更するには、bridge-group priorityインターフェ
イス コンフィギュレーション コマンドを使用します（次のセクションを参照）。

次に、ブリッジ グループ 10 のスイッチ プライオリティを 100 に設定する例を示します。

Switch(config)# bridge 10 priority 100

インターフェイス プライオリティの変更

ポートのプライオリティを変更できます。2 つのスイッチがルート スイッチの候補として同等のレ
ベルにある場合は、レベルに差が付くようにポート プライオリティを設定します。インターフェイ
スのプライオリティ値が低いスイッチが選択されます。

インターフェイス プライオリティを変更するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行し
ます。この手順は任意です。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 bridge bridge-group priority number スイッチの VLAN ブリッジ スパニングツリー プライオリティを
変更します。

• bridge-groupには、ブリッジ グループ番号を指定します。指
定できる範囲は 1 ～ 255 です。

• numberには、0 ～ 65535 の数字を入力します。デフォルト値
は 32768 です。この値が低いほど、スイッチがルートとして
選択される可能性が高くなります。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show running-config 設定を確認します。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id プライオリティを設定するインターフェイスを指定し、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。

ステップ 3 bridge-group bridge-group priority 
number

ポート プライオリティを変更します。

• bridge-groupには、ブリッジ グループ番号を指定します。指
定できる範囲は 1 ～ 255 です。

• number には、0 ～ 255 の値を入力します（増分値は 4）。こ
の値が低いほど、スイッチのポートがルートとして選択され

る可能性が高くなります。デフォルト値は 128 です。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。
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デフォルト設定に戻すには、no bridge-group bridge-group priorityインターフェイス コンフィギュ
レーション コマンドを使用します。

次に、ブリッジ グループ 10 内のポートのプライオリティを 20 に変更する例を示します。

Switch(config)# interface gigabitethernet2/0/1
Switch(config-if)# bridge-group 10 priority 20

パス コストの割り当て

ポートにはパス コストが割り当てられています。規定では、パス コストは 1000/（接続された LAN
のデータ速度）の値を Mbps 単位で表したものです。

パス コストを割り当てるには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。この手順は任
意です。

デフォルトのパス コストに戻すには、no bridge-group bridge-group path-cost インターフェイス コ
ンフィギュレーション コマンドを使用します。

次に、ブリッジ グループ 10 内のポートのパス コストを 20 に変更する例を示します。

Switch(config)# interface gigabitethernet2/0/1
Switch(config-if)# bridge-group 10 path-cost 20

ステップ 5 show running-config 設定を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id パス コストを設定するポートを指定し、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。

ステップ 3 bridge-group bridge-group path-cost cost ポートのパス コストを割り当てます。

• bridge-groupには、ブリッジ グループ番号を指定します。指
定できる範囲は 1 ～ 255 です。

• costには、0 ～ 65535 の数字を入力します。値が大きいほど、
コストは大きくなります。

－ 10 Mbps の場合、デフォルトのパス コストは 100 です。

－ 100 Mbps の場合、デフォルトのパス コストは 19 です。

－ 1000 Mbps の場合、デフォルトのパス コストは 4 です。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show running-config 設定を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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BPDU インターバルの調整

ここでは、BPDU インターバルを調整する手順について説明します。

• hello BPDU インターバルの調整（p.42-9）（任意）

• 転送遅延時間の変更（p.42-9）（任意）

• 最大アイドル時間の変更（p.42-10）（任意）

（注） スパニングツリーの各スイッチには、個々の設定に関係なく、ルート スイッチの hello BPDU イン
ターバル、転送遅延時間、および最大アイドル時間パラメータが採用されています。

hello BPDU インターバルの調整

hello BPDU インターバルを調整するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。この
手順は任意です。

デフォルト設定に戻すには、no bridge bridge-group hello-timeグローバル コンフィギュレーション
コマンドを使用します。

次に、ブリッジ グループ 10 内の hello インターバルを 5 秒に変更する例を示します。

Switch(config)# bridge 10 hello-time 5

転送遅延時間の変更

転送遅延時間は、ポートでスイッチングがアクティブになってから実際に転送を開始するまでの時

間です。この間にトポロジー変更情報のリスニングが行われます。

転送遅延時間を変更するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。この手順は任意
です。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 bridge bridge-group hello-time seconds hello BPDU インターバルを指定します。

• bridge-groupには、ブリッジ グループ番号を指定します。指
定できる範囲は 1 ～ 255 です。

• secondsには、1 ～ 10 秒の範囲で指定します。デフォルトは
2 秒です。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show running-config 設定を確認します。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 bridge bridge-group forward-time seconds 転送遅延時間を指定します。

• bridge-groupには、ブリッジ グループ番号を指定します。指
定できる範囲は 1 ～ 255 です。

• secondsには、4 ～ 200 秒の範囲で指定します。デフォルトは
20 秒です。



第 42章      代替ブリッジングの設定
代替ブリッジングの設定

42-10
Catalyst 3750 スイッチ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

78-16180-06-J

デフォルト設定に戻すには、no bridge bridge-group forward-timeグローバル コンフィギュレーショ
ン コマンドを使用します。

次に、ブリッジ グループ 10 内の転送遅延時間を 10 秒に変更する例を示します。

Switch(config)# bridge 10 forward-time 10

最大アイドル時間の変更

指定時間内にルート スイッチから BPDU が受信されない場合は、スパニングツリー トポロジーが
再計算されます。

最大アイドル時間（最大エージング タイム）を変更するには、イネーブル EXEC モードで次の手
順を実行します。この手順は任意です。

デフォルト設定に戻すには、no bridge bridge-group max-ageグローバル コンフィギュレーション コ
マンドを使用します。

次に、ブリッジ グループ 10 内の最大アイドル時間を 30 秒に変更する例を示します。

Switch(config)# bridge 10 max-age 30

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show running-config 設定を確認します。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 説明

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 bridge bridge-group max-age seconds ルート スイッチから BPDU をヒアリングするために待機する時
間を指定します。

• bridge-groupには、ブリッジ グループ番号を指定します。指
定できる範囲は 1 ～ 255 です。

• secondsには、6 ～ 200 秒の範囲で指定します。デフォルトは
30 秒です。

ステップ 3 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show running-config 設定を確認します。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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インターフェイスでのスパニングツリーのディセーブル化

2 つの任意のスイッチング サブネットワーク間にループのないパスが存在する場合は、一方のス
イッチング サブネットワークで生成された BPDU の影響が他方のサブネットワーク内のデバイス
に及ばないようにすることができます（ただし、ネットワーク全体に及ぶスイッチングは可能で

す）。たとえば、スイッチング LAN サブネットワークが WAN によって分離されている場合は、
BPDU の WAN リンク間移動を禁止できます。

ポート上でスパニングツリーをディセーブルするには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行
します。この手順は任意です。

ポート上でスパニングツリーを再びイネーブルにするには、no bridge-group bridge-group 
spanning-disabledインターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。

次に、ブリッジ グループ 10 内のポートでスパニング ツリーをディセーブルにする例を示します。

Switch(config)# interface gigabitethernet2/0/1
Switch(config-if)# bridge group 10 spanning-disabled

コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 interface interface-id ポートを指定し、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。

ステップ 3 bridge-group bridge-group 
spanning-disabled

ポート上でスパニングツリーをディセーブルにします。

bridge-groupには、ブリッジ グループ番号を指定します。指定で
きる範囲は 1 ～ 255 です。

ステップ 4 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show running-config 設定を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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代替ブリッジングの表示およびメンテナンス

ネットワークを表示してメンテナンスするには、表 42-2 に記載されたイネーブル EXEC コマンド
を 1 つまたは複数使用します。

スタック メンバー上のブリッジ グループ MAC アドレス テーブルを表示するには、スタック マス
ターからスタック メンバーへのセッションを開始します。そのためには、
session stack-member-numberグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。スタック
メンバーのプロンプトに、show bridge [bridge-group] [interface-id | mac-address | verbose]イネーブル
EXEC コマンドを入力します。

この出力に表示されるフィールドの詳細については、『Cisco IOS Bridging and IBM Networking 
Command Reference, Volume 1 of 2』 Release 12.2 を参照してください。

表 42-2 代替ブリッジングのモニタおよびメンテナンスのためのコマンド

コマンド 説明

clear bridge bridge-group 取得されたエントリを転送データベースから

削除します。

show bridge [bridge-group] group ブリッジ グループの詳細を表示します。

show bridge [bridge-group] [interface-id | mac-address 
| verbose]

ブリッジ グループ内で取得された MAC アド
レスを表示します。
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43

トラブルシューティング

この章では、Cisco IOS ソフトウェアに関連する、Catalyst 3750 スイッチの問題を特定し、解決する
方法について説明します。問題を特定して解決する場合には、問題の性質に応じて、CLI（コマン
ドライン インターフェイス）、デバイス マネージャ、または Network Assistant を使用できます。

特に明記しないかぎり、スイッチという用語はスタンドアロン スイッチおよびスイッチ スタック
を意味します。

LED の詳細など、トラブルシューティングの詳細については、ハードウェア インストレーション
ガイドを参照してください。

（注） この章で使用されるコマンドの構文および使用方法の詳細については、このリリースのコマンド リ
ファレンス、および『Cisco IOS Command Summary』 Release 12.2 を参照してください。

この章で説明する内容は、次のとおりです。

• ソフトウェア障害からの回復（p.43-2）

• パスワードを忘れた場合の回復（p.43-4）

• スイッチ スタック問題の回避（p.43-10）

• コマンド スイッチ障害からの回復（p.43-11）

• クラスタ メンバーとの接続の回復（p.43-15）

（注） 回復手順を実行するには、スイッチを直接操作しなければなりません。

• 自動ネゴシエーションの不一致の防止（p.43-15）

• PoE スイッチ ポートのトラブルシューティング（p.43-16）

• SFP モジュールのセキュリティと識別（p.43-17）

• SFP モジュール ステータスのモニタ（p.43-17）

• 温度のモニタ（p.43-18）

• ping の使用（p.43-18）

• レイヤ 2 traceroute の使用（p.43-20）

• IP traceroute の使用（p.43-22）
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• TDR の使用（p.43-24）

• debug コマンドの使用（p.43-25）

• show platform forward コマンドの使用例（p.43-27） 

• crashinfo ファイルの使用（p.43-30）

ソフトウェア障害からの回復

アップグレード時にスイッチ ソフトウェアで障害が発生する状況としては、スイッチに誤ったファ
イルをダウンロードした場合、およびイメージ ファイルを削除した場合が考えられます。いずれの
場合にも、スイッチは Power-on Self-Test（POST; 電源投入時セルフテスト）をパスしなくなり、接
続ができなくなります。

次の手順では、XMODEM プロトコルを使用して、イメージ ファイルが壊れた状況、またはイメー
ジ ファイルを間違えた状況から回復を図ります。XMODEM プロトコルをサポートするソフトウェ
ア パッケージは多いため、使用するエミュレーション ソフトウェアによって、この手順が異なる
場合もあります。

ここで紹介する回復手順を実行するには、スイッチを直接操作する必要があります。

ステップ 1 PC 上で、Cisco.comから tar 形式のソフトウェア イメージ ファイル（image_filename.tar）をダウン
ロードします。

Cisco IOS イメージは、tar ファイルのディレクトリ内に binファイルとして格納されます。Cisco.com
上のソフトウェア イメージ ファイルの検索方法については、リリース ノートを参照してください。

ステップ 2 tar ファイルから bin ファイルを抽出します。

• Windows を使用している場合は、tar ファイルの読み取り機能を備えた zip プログラムを使用し
ます。zip プログラムを使用して bin ファイルを特定し、抽出します。

• UNIX を使用している場合は、次の手順に従ってください。

1. tar -tvf <image_filename.tar> UNIX コマンドを使用して、tar ファイルの内容を表示します。
switch% tar -tvf image_filename.tar

2.  tar -xvf <image_filename.tar> <image_filename.bin> UNIX コマンドを使用して、bin ファイ
ルを特定し、抽出します。

switch% tar -xvf image_filename.tar image_filename.bin
x c3750-ipservices-mz.122-25.SEB/c3750-ipservices-mz.122-25.SEB.bin, 3970586 
bytes, 7756 tape blocks

3. ls -l <image_filename.bin> UNIX コマンドを使用して、bin ファイルが抽出されたことを確
認します。

switch% ls -l image_filename.bin
-rw-r--r--   1 boba      3970586 Apr 21 12:00 
c3750-ipservices-mz.122-25.SEB/c3750-ipservices-mz.122-25.SEB.bin

ステップ 3 XMODEM プロトコルをサポートする端末エミュレーション ソフトウェアを備えた PC を、スイッ
チのコンソール ポートに接続します。

ステップ 4 エミュレーション ソフトウェアの回線速度を 9600 ボーに設定します。

ステップ 5 スイッチの電源コードを取り外します。
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ステップ 6 Modeボタンを押しながら、電源コードを再度スイッチに接続します。 

ポート 1 の上の LED が消灯してから 1 ～ 2 秒後に、Modeボタンを放します。ソフトウェアに関す
る数行分の情報と指示が表示されます。

The system has been interrupted prior to initializing the flash file system. The 
following commands will initialize the flash file system, and finish loading the 
operating system software#

flash_init
load_helper
boot

ステップ 7 フラッシュ ファイル システムを初期化します。

switch: flash_init

ステップ 8 コンソール ポートの速度を 9600 以外に設定していた場合は、9600 にリセットされています。エ
ミュレーション ソフトウェアの回線速度をスイッチのコンソール ポートに合わせて変更します。

ステップ 9 ヘルパー ファイルをロードします。

switch: load_helper

ステップ 10 XMODEM プロトコルを使用し、ファイル転送を開始します。

switch: copy xmodem: flash:image_filename.bin

ステップ 11 XMODEM 要求が表示されたら、端末エミュレーション ソフトウェアの適切なコマンドを使用して
伝送を開始し、ソフトウェア イメージをフラッシュ メモリにコピーします。

ステップ 12 新規にダウンロードされた Cisco IOS イメージを起動します。

switch:boot flash:image_filename.bin

ステップ 13 archive download-swイネーブル EXEC コマンドを使用して、スイッチまたはスイッチ スタックに
ソフトウェア イメージをダウンロードします。

ステップ 14 reloadイネーブル EXEC コマンドを使用して、スイッチを再起動し、新規ソフトウェア イメージが
適切に動作していることを確認します。

ステップ 15 スイッチから、flash:image_filename.binファイルを削除します。
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パスワードを忘れた場合の回復

スイッチのデフォルト設定では、スイッチに物理的にアクセスするエンドユーザは、スイッチの電

源投入時に起動プロセスを中断して新しいパスワードを入力することにより、パスワードをなくし

た状態から回復できます。これらの回復手順を実行するには、スイッチを直接操作する必要があり

ます。

（注） これらのスイッチでは、エンドユーザがデフォルト設定に戻すことに同意するだけでパスワードを

リセットできます。それにより、システム管理者はこの機能の一部をディセーブルにできます。パ

スワード回復がディセーブルになっている場合に、エンド ユーザがパスワードをリセットしよう
とすると、回復プロセスの間、ステータス メッセージにその旨が表示されます。

ここでは、スイッチのパスワードを忘れた場合の回復手順について説明します。

• パスワード回復がイネーブルになっている場合の手順（p.43-5）

• パスワード回復がディセーブルになっている場合の手順（p.43-7）

パスワード回復をイネーブルまたはディセーブルにするには、service password-recovery グローバ
ル コンフィギュレーション コマンドを使用します。service password-recovery または no service
password-recovery コマンドをスタック マスターに入力すると、スタック全体にコマンドが伝播さ
れ、スタック内のすべてのスイッチに適用されます。

スイッチのパスワードを忘れた場合は、次の手順に従ってください。

ステップ 1 端末エミュレーション ソフトウェアが稼働している端末または PC をスイッチのコンソール ポー
トに接続します。スイッチ スタックに対してパスワードを回復する場合は、スタック マスターの
コンソール ポートに接続します。

ステップ 2 エミュレーション ソフトウェアの回線速度を 9600 ボーに設定します。

ステップ 3 スタンドアロン スイッチまたはスイッチ スタック全体の電源を切断します。

ステップ 4 電源コードをスタンドアロンスイッチまたはスタック マスターに再接続してから 15 秒以内に、
Modeボタンを押します。このときシステム LED はグリーンに点滅しています。システム LED が
少しの間オレンジになり、次にグリーンに変わるまで、Mode ボタンを押し続けます。そのあと
Modeボタンを放します。

ソフトウェアに関する数行分の情報と指示が表示され、パスワード回復手順がディセーブルになっ

ていないかどうかが通知されます。

• 次のような開始のメッセージが表示された場合

The system has been interrupted prior to initializing the flash file system. The 
following commands will initialize the flash file system

「パスワード回復がイネーブルになっている場合の手順」（p.43-5）に進んで、その手順を実行
します。

• 次のような開始のメッセージが表示された場合

The password-recovery mechanism has been triggered, but is currently disabled. 

「パスワード回復がディセーブルになっている場合の手順」（p.43-7）に進んで、その手順を実
行します。
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ステップ 5 パスワードが回復したら、スタンドアロン スイッチまたはスタック マスターをリロードします。

Switch> reload slot <stack-master-member-number>
Proceed with reload? [confirm] y

ステップ 6 スイッチ スタックの残りのメンバーの電源をオンにします。

パスワード回復がイネーブルになっている場合の手順

パスワード回復メカニズムがイネーブルになっている場合は、次のメッセージが表示されます。

The system has been interrupted prior to initializing the flash file system. The 
following commands will initialize the flash file system, and finish loading the 
operating system software:

flash_init
load_helper
boot

ステップ 1 フラッシュ ファイル システムを初期化します。

switch: flash_init

ステップ 2 コンソール ポートの速度を 9600 以外に設定していた場合は、9600 にリセットされています。エ
ミュレーション ソフトウェアの回線速度をスイッチのコンソール ポートに合わせて変更します。

ステップ 3 ヘルパー ファイルをロードします。

switch: load_helper

ステップ 4 フラッシュ メモリの内容を表示します。

switch: dir flash:

スイッチのファイル システムが表示されます。

Directory of flash:
   13  drwx         192   Mar 01 1993 22:30:48 c3750-ipservices-mz-122-25.SEB
   11  -rwx        5825   Mar 01 1993 22:31:59  config.text
   18  -rwx         720   Mar 01 1993 02:21:30  vlan.dat

16128000 bytes total (10003456 bytes free) 

ステップ 5 コンフィギュレーション ファイルの名前を config.text.old に変更します。

このファイルには、パスワード定義が収められています。

switch: rename flash:config.text flash:config.text.old
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ステップ 6 システムを起動します。

switch: boot

setup プログラムを起動するように求められます。プロンプトに Nを入力します。

Continue with the configuration dialog? [yes/no]: N

ステップ 7 スイッチ プロンプトで、イネーブル EXEC モードを開始します。

Switch> enable

ステップ 8 コンフィギュレーション ファイルを元の名前に戻します。

Switch# rename flash:config.text.old flash:config.text 

（注） 接続されたすべてのスタック メンバーの電源をオンにし、完全に初期化されるまで待機し
てから、ステップ 9 に進んでください。このステップに従わなかった場合は、スイッチの
設定によっては設定を失う可能性もあります。

ステップ 9 コンフィギュレーション ファイルをメモリにコピーします。

Switch# copy flash:config.text system:running-config
Source filename [config.text]?
Destination filename [running-config]?

確認を求めるプロンプトに、Returnキーを押して応答します。

コンフィギュレーション ファイルがリロードされ、パスワードの変更が可能となります。

ステップ 10 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。

Switch# configure terminal

ステップ 11 パスワードを変更します。

Switch (config)# enable secret password

シークレット パスワードは 1 ～ 25 文字の英数字です。数字から開始でき、大文字と小文字は区別
されます。スペースも使用できますが、先頭のスペースは無視されます。

ステップ 12 イネーブル EXEC モードに戻ります。

Switch (config)# exit
Switch# 
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ステップ 13 実行コンフィギュレーションをスタートアップ コンフィギュレーション ファイルに書き込みま
す。

Switch# copy running-config startup-config

新しいパスワードがスタートアップ コンフィギュレーションに組み込まれました。

（注） 上記の手順を実行すると、スイッチの仮想インターフェイスがシャットダウン ステートに
なることがあります。このステートになっているインターフェイスを調べるには、show
running-configイネーブル EXEC コマンドを入力します。インターフェイスを再びイネーブ
ルにするには、interface vlan vlan-id グローバル コンフィギュレーション コマンドを入力
し、シャットダウン インターフェイスの VLAN ID を指定します。スイッチがインターフェ
イス コンフィギュレーション モードの状態で、no shutdownコマンドを入力します。

ステップ 14 スイッチ スタックをリロードします。

Switch# reload

パスワード回復がディセーブルになっている場合の手順

パスワード回復メカニズムがディセーブルになっている場合は、次のメッセージが表示されます。

The password-recovery mechanism has been triggered, but
is currently disabled.  Access to the boot loader prompt
through the password-recovery mechanism is disallowed at
this point.  However, if you agree to let the system be
reset back to the default system configuration, access
to the boot loader prompt can still be allowed.

Would you like to reset the system back to the default configuration (y/n)?

注意 スイッチをデフォルト設定に戻すと、既存の設定がすべて失われます。システム管理者に問い合わ

せて、バックアップ スイッチと VLAN コンフィギュレーション ファイルの有無を確認してくださ
い。

• n（no）を入力すると、Modeボタンが押されていなかった場合のように、通常の起動プロセス
が継続されます。ブート ローダー プロンプトにアクセスできないため、新しいパスワードを
入力することはできません。次のメッセージが表示されます。

Press Enter to continue........

• y（yes）を入力すると、フラッシュ メモリ内のコンフィギュレーション ファイルおよび VLAN
データベース ファイルが削除されます。デフォルト設定がロードされたら、パスワードをリ
セットできます。

ステップ 1 パスワード回復手順の継続を選択すると、既存の設定が失われます。

Would you like to reset the system back to the default configuration (y/n)? Y 
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ステップ 2 ヘルパー ファイルをロードします。

Switch: load_helper

ステップ 3 フラッシュ メモリの内容を表示します。

switch: dir flash:

スイッチのファイル システムが表示されます。

Directory of flash:
13  drwx         192   Mar 01 1993 22:30:48 c3750-ipservice-mz-122-25.0

16128000 bytes total (10003456 bytes free) 

ステップ 4 システムを起動します。

Switch: boot

setup プログラムを起動するように求められます。パスワード回復手順を継続するには、プロンプ
トに Nを入力します。

Continue with the configuration dialog? [yes/no]: N

ステップ 5 スイッチ プロンプトで、イネーブル EXEC モードを開始します。

Switch> enable

ステップ 6 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。

Switch# configure terminal

ステップ 7 パスワードを変更します。

Switch (config)# enable secret password

シークレット パスワードは 1 ～ 25 文字の英数字です。数字から開始でき、大文字と小文字は区別
されます。スペースも使用できますが、先頭のスペースは無視されます。

ステップ 8 イネーブル EXEC モードに戻ります。

Switch (config)# exit
Switch# 

（注） 接続されたすべてのスタック メンバーの電源をオンにし、完全に初期化されるまで待機し
てから、ステップ 9 に進んでください。
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ステップ 9 実行コンフィギュレーションをスタートアップ コンフィギュレーション ファイルに書き込みま
す。

Switch# copy running-config startup-config

新しいパスワードがスタートアップ コンフィギュレーションに組み込まれました。

（注） 上記の手順を実行すると、スイッチの仮想インターフェイスがシャットダウン ステートに
なることがあります。このステートになっているインターフェイスを調べるには、show
running-configイネーブル EXEC コマンドを入力します。インターフェイスを再びイネーブ
ルにするには、interface vlan vlan-id グローバル コンフィギュレーション コマンドを入力
し、シャットダウン インターフェイスの VLAN ID を指定します。スイッチがインターフェ
イス コンフィギュレーション モードの状態で、no shutdownコマンドを入力します。

ステップ 10 ここでスイッチを再設定する必要があります。バックアップ スイッチと VLAN コンフィギュレー
ション ファイルがシステム管理者によって利用できるようになっている場合は、それらを利用しま
す。
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スイッチ スタック問題の回避

（注） • スイッチ スタックに追加または削除するスイッチの電源が切断されていることを確認します。
スイッチ スタックの電源に関するすべての考慮事項については、ハードウェア インストレー
ション ガイドの「Switch Installation」の章を参照してください。

• スタック メンバーを追加または削除したあとで、スイッチ スタックがすべての帯域幅（32
Gbps）で動作していることを確認します。スタック モード LED が点灯するまで、スタック メ
ンバーの Mode ボタンを押します。スイッチ上の最後の 2 つのポート LED は、グリーンに点灯
します。スイッチ モデルに応じて、最後の 2 つのポートは 10/100/1000 ポートまたは Small
Form-factor Pluggable（SFP）モジュール ポートになります。最後の 2 つのポート LED のいずれ
か、または両方がグリーンに点灯しない場合は、スタックがすべての帯域幅で動作していませ

ん。

• スイッチ スタックを管理する場合は、CLI セッションを 1 つのみ使用することを推奨します。
スタック マスターに複数の CLI セッションを使用する場合は、慎重に行ってください。特定の
セッションで入力したコマンドは、他のセッションに表示されません。したがって、コマンド

を入力したセッションを識別できなくなることがあります。

• スタック内のスイッチの位置に従ってスタック メンバー番号を手動で割り当てると、離れた位
置からのスイッチ スタックのトラブルシューティングが容易になります。ただし、あとでス
イッチを追加、削除、再編成する場合は、手動で割り当てられた番号を思い出す必要がありま

す。スタック メンバー番号を手動で割り当てるには、switch current-stack-member-number 
renumber new-stack-member-number グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用しま
す。スタック メンバー番号の詳細については、「スタック メンバー番号」（p.5-7）を参照して
ください。

スタック メンバーを同一モデルと交換した場合、新しいスイッチは交換前のスイッチとまったく同
じ設定で動作します。また、新しいスイッチでは、交換前のスイッチと同じメンバー番号が使用さ

れます。

電源がオンの状態のスタック メンバーを取り外すと、スイッチ スタックがそれぞれ同じ設定を持
つ複数のスイッチ スタックに分割（パーティション化）されます。スイッチ スタックを分割状態
のまま使用する場合は、新規に作成されたスイッチ スタックの IP アドレスを変更します。パーティ
ション化されたスイッチ スタックを元に戻す手順は、次のとおりです。

1. 新規に作成されたスイッチ スタックの電源を切断します。

2. 新しいスイッチ スタックを、StackWise ポートを介して元のスイッチ スタックに再度接続しま
す。

3. スイッチの電源をオンにします。

スイッチ スタックおよびスタック メンバーのモニタに使用できるコマンドについては、「スイッチ
スタック情報の表示」（p.5-24）を参照してください。



第 43章      トラブルシューティング
コマンド スイッチ障害からの回復

43-11
Catalyst 3750 スイッチ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

78-16180-06-J

コマンド スイッチ障害からの回復
ここでは、コマンド スイッチ障害から回復する手順について説明します。冗長コマンド スイッチ
グループを設定するには、Hot Standby Router Protocol（HSRP）を使用します。詳細については第 6
章「スイッチのクラスタ設定」と第 39 章「HSRP の設定」、および Cisco.com から入手できる『Getting
Started with Cisco Network Assistant』を参照してください。 

（注） HSRP は、クラスタに冗長性を持たせる方法として適しています。

スタンバイ コマンド スイッチが未設定で、かつコマンド スイッチで電源故障などの障害が発生し
た場合には、メンバー スイッチとの管理接続が失われるため、新しいコマンド スイッチに交換す
る必要があります。ただし、接続されているスイッチ間の接続能力は影響を受けません。また、メ

ンバー スイッチも通常どおりにパケットを伝送します。メンバー スイッチは、コンソール ポート
を通してスタンドアロンのスイッチとして管理できます。また、IP アドレスが与えられている場合
は、他の管理インターフェイスを使用して管理することもできます。

コマンド スイッチとして動作するメンバー スイッチ、または他のスイッチに IP アドレスを割り当
ててコマンド スイッチのパスワードを書き留め、メンバー スイッチと交換コマンド スイッチ間の
冗長接続が得られるようにクラスタを配置することで、コマンド スイッチ障害に備えることができ
ます。ここでは、故障したコマンド スイッチの交換方法を 2 通り紹介します。

• 故障したコマンド スイッチをクラスタ メンバーに交換する場合（p.43-11）

• 故障したコマンド スイッチを他のスイッチに交換する場合（p.43-13）

これらの回復手順を実行するには、スイッチを直接操作する必要があります。

コマンド対応スイッチの詳細については、リリース ノートを参照してください。

故障したコマンド スイッチをクラスタ メンバーに交換する場合
故障したコマンド スイッチを同じクラスタ内の（コマンド スイッチとして動作する）スイッチに
交換するには、次の手順に従ってください。

ステップ 1 コマンド スイッチとメンバー スイッチの接続を解除し、クラスタからコマンド スイッチを物理的
に取り外します。

ステップ 2 故障したコマンド スイッチの位置にメンバー スイッチを追加し、同じようにクラスタ メンバーと
接続します。

ステップ 3 新しいコマンド スイッチで CLI セッションを開始します。

CLI にはコンソール ポートを使用してアクセスできます。また、スイッチに IP アドレスが割り当
てられている場合は、Telnet を使用してアクセスできます。コンソール ポートの詳しい使用方法に
ついては、スイッチのハードウェア インストレーション ガイドを参照してください。

ステップ 4 スイッチ プロンプトで、イネーブル EXEC モードを開始します。

Switch> enable
Switch#



第 43章      トラブルシューティング
コマンド スイッチ障害からの回復

43-12
Catalyst 3750 スイッチ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

78-16180-06-J

ステップ 5 故障したコマンド スイッチ のパスワードを入力します。

ステップ 6 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。

Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

ステップ 7 メンバー スイッチをクラスタから削除します。

Switch(config)# no cluster commander-address 

ステップ 8 イネーブル EXEC モードに戻ります。

Switch(config)# end
Switch#

ステップ 9 セットアップ プログラムを使用し、スイッチの IP 情報を設定します。このプログラムを実行する
と、IP アドレス情報およびパスワードの入力を求めるプロンプトが表示されます。イネーブル
EXEC モードで setup を入力し、Return キーを押します。

Switch# setup
         --- System Configuration Dialog ---
Continue with configuration dialog? [yes/no]: y

At any point you may enter a question mark '?' for help.
Use ctrl-c to abort configuration dialog at any prompt.
Default settings are in square brackets '[]'.

Basic management setup configures only enough connectivity
for management of the system, extended setup will ask you
to configure each interface on the system

Would you like to enter basic management setup? [yes/no]: 

ステップ 10 最初のプロンプトに Yを入力します。

セットアップ プログラムのプロンプトは、コマンド スイッチとして選択したメンバー スイッチに
よって変わります。

Continue with configuration dialog? [yes/no]: y

または

Configuring global parameters:

このプロンプトが表示されない場合は enableを入力し、Returnキーを押します。セットアップ プ
ログラムを開始する場合は setupを入力し、Returnキーを押します。

ステップ 11 セットアップ プログラムの質問に応答します。

ホスト名の入力を求めるプロンプトが表示された場合、コマンド スイッチではホスト名が 28 文字、
メンバー スイッチでは 31 文字に制限されていることに注意してください。いずれのスイッチでも、
ホスト名の最後の文字に -n（nは数字）を使用しないでください。

Telnet（仮想端末）パスワードの入力を求めるプロンプトが表示された場合は、1 ～ 25 文字の英数
字が入力できること、大文字と小文字が区別されること、スペースが使用できること、先頭のス

ペースが無視されることに注意してください。
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ステップ 12 enable secretおよび enableパスワードの入力を求めるプロンプトが表示された場合は、故障したコ
マンド スイッチのパスワードを再入力します。

ステップ 13 プロンプトが表示されたら、スイッチをクラスタ コマンド スイッチとしてイネーブルにすること
を確認し、Returnキーを押します。

ステップ 14 プロンプトが表示されたら、クラスタに名前を割り当て、Returnキーを押します。

クラスタ名は 1 ～ 31 文字で、英数字、ダッシュ、または下線を使用できます。

ステップ 15 最初のコンフィギュレーションが表示されたら、アドレスが正しいことを確認します。

ステップ 16 表示された情報が正しい場合はプロンプトに Yを入力し、Returnキーを押します。

情報に誤りがある場合は N を入力し、Return キーを押して、ステップ 9 からやり直します。

ステップ 17 ブラウザを起動して、新しいコマンド スイッチの IP アドレスを入力します。

ステップ 18 クラスタに追加する候補スイッチのリストを表示するには、Cluster メニューから Add to Clusterを
選択します。

故障したコマンド スイッチを他のスイッチに交換する場合
故障したコマンド スイッチを、クラスタに組み込まれていない、コマンド スイッチとして動作す
るスイッチに交換するには、次の手順に従ってください。

ステップ 1 故障したコマンド スイッチの位置に新しいスイッチを追加し、同じようにクラスタ メンバーと接
続します。

ステップ 2 新しいコマンド スイッチで CLI セッションを開始します。

CLI にはコンソール ポートを使用してアクセスできます。また、スイッチに IP アドレスが割り当
てられている場合は、Telnet を使用してアクセスできます。コンソール ポートの詳しい使用方法に
ついては、スイッチのハードウェア インストレーション ガイドを参照してください。

ステップ 3 スイッチ プロンプトで、イネーブル EXEC モードを開始します。

Switch> enable
Switch#

ステップ 4 故障したコマンド スイッチ のパスワードを入力します。
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ステップ 5 セットアップ プログラムを使用し、スイッチの IP 情報を設定します。

このプログラムを実行すると、IP アドレス情報およびパスワードの入力を求めるプロンプトが表示
されます。イネーブル EXEC モードで setup を入力し、Return キーを押します。

Switch# setup
         --- System Configuration Dialog ---
Continue with configuration dialog? [yes/no]: y

At any point you may enter a question mark '?' for help.
Use ctrl-c to abort configuration dialog at any prompt.
Default settings are in square brackets '[]'.

Basic management setup configures only enough connectivity
for management of the system, extended setup will ask you
to configure each interface on the system

Would you like to enter basic management setup? [yes/no]: 

ステップ 6 最初のプロンプトに Yを入力します。

セットアップ プログラムのプロンプトは、コマンド スイッチとして選択したスイッチによって変
わります。

Continue with configuration dialog? [yes/no]: y

または

Configuring global parameters:

このプロンプトが表示されない場合は enableを入力し、Returnキーを押します。セットアップ プ
ログラムを開始する場合は setupを入力し、Returnキーを押します。

ステップ 7 セットアップ プログラムの質問に応答します。

ホスト名の入力を求めるプロンプトが表示された場合、コマンド スイッチでは、ホスト名が 28 文
字に制限されていることに注意してください。いずれのスイッチでも、ホスト名の最後の文字に -n
（nは数字）を使用しないでください。

Telnet（仮想端末）パスワードの入力を求めるプロンプトが表示された場合は、1 ～ 25 文字の英数
字が入力できること、大文字と小文字が区別されること、スペースが使用できること、先頭のス

ペースが無視されることに注意してください。

ステップ 8 enable secretおよび enableパスワードの入力を求めるプロンプトが表示された場合は、故障したコ
マンド スイッチのパスワードを再入力します。

ステップ 9 プロンプトが表示されたら、スイッチをクラスタ コマンド スイッチとしてイネーブルにすること
を確認し、Returnキーを押します。

ステップ 10 プロンプトが表示されたら、クラスタに名前を割り当て、Returnキーを押します。

クラスタ名は 1 ～ 31 文字で、英数字、ダッシュ、または下線を使用できます。

ステップ 11 最初のコンフィギュレーションが表示されたら、アドレスが正しいことを確認します。
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ステップ 12 表示された情報が正しい場合はプロンプトに Yを入力し、Returnキーを押します。

情報に誤りがある場合は N を入力し、Return キーを押して、ステップ 9 からやり直します。

ステップ 13 ブラウザを起動して、新しいコマンド スイッチの IP アドレスを入力します。

ステップ 14 クラスタに追加する候補スイッチのリストを表示するには、Cluster メニューから Add to Clusterを
選択します。

クラスタ メンバーとの接続の回復
構成によっては、コマンド スイッチとメンバー スイッチ間の管理アクセスを維持できない場合が
あります。メンバーに対する管理アクセスを維持できなくなり、メンバー スイッチが正常にパケッ
トを伝送している場合は、次に示す矛盾がないかどうかを確認してください。

• メンバー スイッチ（Catalyst 3750、Catalyst 3560、Catalyst 3550、Catalyst 3500 XL、Catalyst 2970、
Catalyst 2960、Catalyst 2950、Catalyst 2900 XL、Catalyst 2820、および Catalyst 1900 スイッチ）
を、ネットワーク ポートとして定義されたポートを通してコマンド スイッチに接続すること
はできません。

• Catalyst 3500 XL、Catalyst 2900 XL、Catalyst 2820、および Catalyst 1900 メンバー スイッチを、
同じ管理 VLAN に属するポートを通してコマンド スイッチに接続する必要があります。

• セキュア ポートを通してコマンド スイッチに接続されたメンバー スイッチ（Catalyst 3750、
Catalyst 3560、Catalyst 3550、Catalyst 2970、Catalyst 2960、Catalyst 2950、Catalyst 3500 XL、Catalyst
2900 XL、Catalyst 2820、および Catalyst 1900 スイッチ）は、セキュリティ違反が原因でポート
がディセーブルになった場合、接続不能になることがあります。

自動ネゴシエーションの不一致の防止

IEEE（米国電気電子学会）802.3ab 自動ネゴシエーション プロトコルは、スイッチの速度（SFP モ
ジュール ポートを除く 10 Mbps、100 Mbps、1000 Mbps）およびデュプレックス（半二重または全
二重）に関する設定を管理します。このプロトコルでは、状況によって設定の不一致が生じ、その

結果パフォーマンスの低下を招くことがあります。設定の不一致は、次の状況下で発生します。

• 手動で設定した速度またはデュプレックスのパラメータが、接続ポート上で手動設定された速

度またはデュプレックスの設定と異なっている場合

• ポートが自動ネゴシエーションに設定され、接続先ポートが自動ネゴシエーションではなく全

二重に設定されている場合

スイッチのパフォーマンスを最大限に高めてリンクを確保するには、次のいずれかの注意事項に

従って、デュプレックスおよび速度の設定を変更してください。

• 両側のポートが、速度とデュプレックスの両方について自動ネゴシエーションを行うようにし

ます。

• 接続の両端のポートに、速度とデュプレックスのパラメータを手動で設定します。

（注） リモート デバイスが自動ネゴシエーションを実行しない場合は、2 つのポートのデュプレックス値
が一致するように設定してください。速度パラメータは、接続先ポートが自動ネゴシエーションを

実行しない場合でも自動調整が可能です。
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PoE スイッチ ポートのトラブルシューティング
次に、Power over Ethernet（PoE）スイッチ ポートのトラブルシューティングについて説明します。

電力損失によるポートのディセーブル化

PoE スイッチ ポートに接続された受電装置（Cisco IP Phone 7910 など）が AC 電源にも接続されて
いる場合に、AC 電源から電力が供給されなくなると、装置は errdisable ステートになる可能性があ
ります。errdisable ステートから回復するには、shutdownインターフェイス コンフィギュレーショ
ン コマンドに続けて、no shutdown インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを入力し
ます。また、errdisable ステートから回復するには、スイッチに自動回復機能を設定することもでき
ます。errdisable recovery cause loopbackおよび errdisable recovery interval secondsグローバル コン
フィギュレーション コマンドは、指定した期間が経過したあと自動的にインターフェイスを
errdisable ステートから復帰させます。

このリリースのコマンド リファレンスで説明している次のコマンドを使用して、PoE ステータスを
モニタします。

• show controllers power inlineイネーブル EXEC コマンド

• show power inlineイネーブル EXEC コマンド

• debug ilpowerイネーブル EXEC コマンド

異常なリンク アップによるポートのディセーブル化
power inline neverインターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用して、シスコ製の受
電装置が接続されているポートを設定すると、異常なリンク アップが発生してポートが errdisable
ステートになる場合があります。ポートを errdisable ステートから回復させるには、shutdownおよ
び no shutdownインターフェイス コンフィギュレーション コマンドを入力します。

power inline neverコマンドで設定済みのシスコ製受電装置は、ポートに接続しないでください。
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SFP モジュールのセキュリティと識別
シスコの SFP モジュールに搭載されているシリアル Electrically Erasable Programmable Read-Only
Memory（EEPROM; 電気的消去再書き込み可能 ROM）には、モジュールのシリアル番号、ベンダー
の名前と ID、固有のセキュリティ コード、Cyclic Redundancy Check（CRC; 巡回冗長検査）が格納
されています。SFP モジュールがスイッチに搭載されると、スイッチのソフトウェアが EEPROM を
読み取り、シリアル番号とベンダーの名前、ベンダー ID をチェックして、セキュリティ コードと
CRC を再計算します。シリアル番号、ベンダーの名前またはベンダー ID、セキュリティ コード、
CRC のどれかが無効である場合は、セキュリティ エラー メッセージが生成され、そのインターフェ
イスは errdisable ステートになります。

（注） セキュリティ エラー メッセージでは、BIC_SECURITY ファシリティが参照されます。スイッチは
SFP モジュールをサポートしますが、GBIC（ギガビット インターフェイス コンバータ）モジュー
ルをサポートしません。エラー メッセージ テキストでは GBIC インターフェイスおよびモジュー
ルが参照されますが、セキュリティ メッセージが実際に参照するのは SFP モジュールおよびモ
ジュール インターフェイスです。エラー メッセージの詳細については、このリリースに対応する
システム メッセージ ガイドを参照してください。

シスコ製品以外の SFP モジュールを使用している場合は、スイッチから SFP モジュールを取り外
し、シスコのモジュールと交換してください。シスコの SFP モジュールを取り付けたあと、
errdisable recovery cause gbic-invalidグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用してポー
トのステータスを検証し、errdisable ステートから回復するためのタイム インターバルを開始しま
す。タイム インターバルが経過すると、スイッチはそのインターフェイスを errdisable ステートか
ら復帰させ、再起動します。errdisable recovery コマンドの詳細については、このリリースのコマ
ンド リファレンスを参照してください。

モジュールがシスコ SFP モジュールとして識別されたにもかかわらず、システムがベンダーデータ
情報を読み取ってその情報が正確かどうかを確認できない場合は、SFP モジュールによってエラー
メッセージが生成されます。この場合は、SFP モジュールを取り外して、取り付け直す必要があり
ます。それでも障害が発生する場合は、SFP モジュールに障害がある可能性があります。

SFP モジュール ステータスのモニタ
show interfaces transceiverイネーブル EXEC コマンドを使用すると、SFP モジュールの物理または
動作ステータスを確認できます。このコマンドは、温度や特定のインターフェイス上の SFP モ
ジュールの現状などの動作ステータスと、アラーム ステータスを表示します。また、このコマンド
を使用して SFP モジュールの速度およびデュプレックス設定も確認できます。詳細については、こ
のリリースのコマンド リファレンスに記載された「show interfaces transceiver」コマンドの説明を
参照してください。
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温度のモニタ

Catalyst 3750G-48TS、3750G-48PS、3750G-24TS-1U、および 3750G-24PSスイッチでは、温度状態を
モニタします。また、スイッチは温度情報を使用して、ファンを制御します。

show env temperatureステータス イネーブル EXEC コマンドを使用して、温度値、ステート、およ
びスレッシュホールドを表示します。この温度値は、スイッチの温度です（外部温度ではありませ

ん）。system env temperature threshold yellow valueグローバル コンフィギュレーション コマンドに
よりイエローのスレッシュホールド レベル（摂氏）のみを設定して、イエローとレッドのスレッ
シュホールドの差異を設定できます。グリーンまたはレッドのスレッシュホールドは、設定できま

せん。詳細については、このリリースのコマンド リファレンスを参照してください。

ping の使用
ここでは、以下について説明します。

• ping の概要（p.43-18）

• ping の実行（p.43-18）

ping の概要
このスイッチは、リモート ホストへの接続テストに使用できる IP packet internet groper（ping）をサ
ポートしています。ping は、アドレスにエコー要求パケットを送信し、応答を待ちます。ping に
よって、次のいずれかの応答が戻ります。

• 正常な応答 ― 正常な応答（hostnameはアライブ）は、ネットワーク トラフィックよって異な
りますが、1 ～ 10 秒以内に発生します。

• 宛先が応答しない ― ホストが応答しない場合は、no-answerメッセージが戻ります。

• 不明ホスト ― ホストが存在しない場合は、unknown hostメッセージが戻ります。

• 宛先に到達不能 ― 指定されたネットワークにデフォルト ゲートウェイが到達できない場合
は、destination-unreachableメッセージが戻ります。

• ネットワークまたはホストに到達不能 ― ホストまたはネットワークのルート テーブルにエン
トリがない場合は、network or host unreachableメッセージが戻ります。

ping の実行
別の IP サブネットワーク内のホストに ping を実行する場合は、ネットワークへのスタティック
ルートを定義するか、またはこれらのサブネット間でルーティングされるように IP ルーティング
を設定する必要があります。詳細については、第 35 章「IP ユニキャスト ルーティングの設定」を
参照してください。

IP ルーティングは、デフォルトではすべてのスイッチでディセーブルになります。IP ルーティング
をイネーブルにする場合、または設定する必要がある場合は、第 35 章「IP ユニキャスト ルーティ
ングの設定」を参照してください。

ネットワーク上の別のデバイスに対してスイッチから ping を実行するには、イネーブル EXEC モー
ドで次の手順を実行します。

コマンド 説明

ping ip host | address IP を通して、またはホスト名やネットワーク アドレスを指定
して、リモート ホストに ping を実行します。
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（注） pingコマンドに他のプロトコル キーワードを指定することもできますが、このリリースではサポー
トされていません。

次に、IP ホストに ping を実行する例を示します。

Switch# ping 172.20.52.3

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echoes to 172.20.52.3, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms
Switch#

表 43-1に、表示される ping 文字出力の説明を示します。

ping セッションを終了するには、エスケープ シーケンス（デフォルトは Ctrl-^ X）を入力します。
Ctrlキー、Shiftキー、および 6キーを同時に押してから離し、Xキーを押します。

表 43-1 ping 出力表示文字

文字 説明

! 各感嘆符は、応答が受信されたことを意味します。

. 各ピリオドは、応答待機中にネットワーク サーバがタイムアウトしたことを意
味します。

U 宛先到達不能エラー Protocol Data Unit（PDU; プロトコル データ ユニット）が受
信されました。

C 輻輳に遭遇したパケットが受信されました。

I ユーザがテストを中断しました。

? パケット タイプが不明です。

& パケットの存続時間を超過しました。
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レイヤ 2 traceroute の使用
ここでは、以下について説明します。

• レイヤ 2 traceroute の概要（p.43-20）

• 使用上の注意事項（p.43-20）

• 物理パスの表示（p.43-21）

レイヤ 2 traceroute の概要
レイヤ 2 traceroute 機能により、パケットが通過する送信元デバイスから宛先デバイスへの物理パス
をスイッチが識別できます。レイヤ 2 traceroute は、ユニキャスト送信元および宛先 MAC（メディ
ア アクセス制御）アドレスのみをサポートしています。パスにあるスイッチの MAC アドレス テー
ブルを使用してパスを判別します。スイッチがレイヤ 2 traceroute に対応していない装置をパス上に
検出した場合、スイッチはレイヤ 2 trace クエリーを送信し続け、タイムアウトにします。

スイッチは、送信元デバイスから宛先デバイスへのパスのみを識別できます。パケットが通過する

送信元ホストから送信元デバイスへのパス、あるいは宛先デバイスから宛先ホストへのパスは識別

できません。

使用上の注意事項

レイヤ 2 traceroute の使用上の注意事項は次のとおりです。

• Cisco Discovery Protocol（CDP）は、ネットワークの全デバイスでイネーブルになっていなけれ
ばなりません。レイヤ 2 traceroute を適切に機能させるには、CDP をディセーブルにしないでく
ださい。

レイヤ 2 traceroute をサポートするスイッチのリストについては、「使用上の注意事項」（p.43-20）
を参照してください。物理パス内のデバイスが CDP にトランスペアレントの場合、スイッチは
これらのデバイスを通過するパスを識別できません。CDP のイネーブル化の詳細については、
第 26 章「CDP の設定」を参照してください。

• pingイネーブル EXEC コマンドを使用して接続をテストできる場合、スイッチは他のスイッチ
から到達可能です。物理パス内の全スイッチは、互いに到達可能でなければなりません。

• パス内で識別される最大ホップ数は 10 です。

• 送信元デバイスから宛先デバイスへの物理パス上にないスイッチに、traceroute mac または
traceroute mac ipイネーブル EXEC コマンドを入力できます。パス内の全スイッチは、互いに
到達可能でなければなりません。

• 指定された送信元および宛先 MAC アドレスが同じ VLAN に属している場合、traceroute mac
コマンド出力は、レイヤ 2 パスのみを表示します。異なる VLAN に属する送信元および宛先
MAC アドレスを指定した場合、レイヤ 2 パスは識別されず、エラー メッセージが表示されま
す。

• マルチキャスト送信元 MAC アドレスまたはマルチキャスト宛先 MAC アドレスを指定した場
合、パスは識別されず、エラー メッセージが表示されます。

• 複数の VLAN に属する送信元または宛先 MAC アドレスを指定した場合、送信元および宛先
MAC アドレスの両方が属する VLAN を指定しなければなりません。VLAN を指定しない場合、
パスは識別されず、エラー メッセージが表示されます。

• 指定された送信元および宛先 IP アドレスが同じサブネットに属している場合、traceroute mac
ipコマンド出力は、レイヤ 2 パスを表示します。IP アドレスを指定すると、スイッチは Address
Resolution Protocol（ARP）を使用して IP アドレスと対応する MAC アドレスおよび VLAN ID
を対応付けます。

－ 指定した IP アドレスに対して ARP が存在する場合、スイッチは対応する MAC アドレス
を使用して物理パスを識別します。
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－ ARP エントリが存在しない場合、スイッチは ARP クエリーを送信して IP アドレスを解釈
しようとします。IP アドレスが解釈されない場合、パスは識別されず、エラー メッセージ
が表示されます。

• 複数のデバイスがハブを通じて 1 つのポートに接続されている場合（たとえば複数の CDP ネイ
バが 1 つのポートで検出される場合）、レイヤ 2 traceroute 機能はサポートされません。複数の
CDP ネイバが 1 つのポートで検出されると、レイヤ 2 パスは識別されず、エラー メッセージが
表示されます。

• この機能は、トークンリング VLAN ではサポートされていません。

物理パスの表示

パケットが通過する送信元デバイスから宛先デバイスへのパスは、次のイネーブル EXEC コマンド
を使用して表示できます。

• tracetroute mac [interface interface-id] {source-mac-address} [interface interface-id] 
{destination-mac-address} [vlan vlan-id] [detail]

• tracetroute mac ip {source-ip-address | source-hostname}{destination-ip-address | 
destination-hostname} [detail]

詳細については、このリリースのコマンド リファレンスを参照してください。



第 43章      トラブルシューティング
IP traceroute の使用

43-22
Catalyst 3750 スイッチ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

78-16180-06-J

IP traceroute の使用
ここでは、以下について説明します。

• IP traceroute の概要（p.43-22）

• IP traceroute の実行（p.43-22）

IP traceroute の概要
IP traceroute を使用すると、パケットがネットワークを通過するパスをホップ単位で識別できます。
コマンド出力では、トラフィックが宛先までに通過する、ルータなどのネットワーク レイヤ（レイ
ヤ 3）デバイスがすべて表示されます。

スイッチは、traceroute イネーブル EXEC コマンドの送信元または宛先として参加できますが、
tracerouteコマンド出力にホップとして表示されるかは、不明です。スイッチが traceroute の宛先で
ある場合、traceroute 出力では、最終宛先として表示されます。中間スイッチは、同じ VLAN のポー
ト間でパケットのブリッジングだけを行っている場合、traceroute 出力では表示されません。ただ
し、中間スイッチが特定のパケットをルーティングしているマルチレイヤ スイッチである場合、
traceroute 出力ではこのスイッチをホップとして表示します。

ルータおよびサーバが特定の戻りメッセージを生成するには、tracerouteイネーブル EXEC コマン
ドで IP ヘッダーの Time To Live（TTL）フィールドを使用します。traceroute は、TTL フィールドを
1 に設定した User Datagram Protocol（UDP）を宛先ホストに送信し、始めます。ルータは 1 または
0 の TTL 値を発見すると、データグラムを廃棄して、送信元に Internet Control Message Protocol
（ICMP）time-to-live-exceeded メッセージを送ります。traceroute は、ICMP time-to-live-exceeded メッ
セージの送信元アドレス フィールドを調べて、最初のホップのアドレスを判別します。

次のホップを識別するために、traceroute は TTL 値を 2 に設定した UDP パケットを送信します。最
初のルータは、TTL フィールドを 1 減らして、次のルータにデータグラムを送信します。次のルー
タでは、TTL 値が 1 であるパケットを確認して、データグラムを廃棄し、送信元に 
time-to-live-exceeded メッセージを戻します。このプロセスは、データグラムが宛先ホストに到達す
るのに十分な TTL 値に増分されるまで（または最大 TTL 値になるまで）、続けられます。

データグラムが宛先に到達したことを学習するために、traceroute は、データグラムの UDP の宛先
ポート番号を宛先ホストが使用しないような非常に大きい値に設定します。ホストが、ローカルで

使用されない宛先ポート番号を持つ自分自身宛のデータグラムを受信すると、送信元に ICMPポー
ト到達不可能エラーを送信します。ポート到達不可能エラー以外のすべてのエラーは、中間ホップ

から送信されるため、ポート到達不可能エラーを受信することは、このメッセージが宛先ポートか

ら送信されたことを意味します。

IP traceroute の実行
パケットがネットワークを通過するパスを追跡するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実
行します。

（注） tracerouteイネーブル EXEC コマンドに他のプロトコル キーワードを指定することもできますが、
このリリースではサポートされていません。

コマンド 説明

traceroute ip host パケットがネットワークを通過するパスを追跡します。
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次に、IP ホストに tracerouteを実行する例を示します。

Switch# traceroute ip 171.9.15.10

Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 171.69.115.10

  1 172.2.52.1 0 msec 0 msec 4 msec
  2 172.2.1.203 12 msec 8 msec 0 msec
  3 171.9.16.6 4 msec 0 msec 0 msec
  4 171.9.4.5 0 msec 4 msec 0 msec
  5 171.9.121.34 0 msec 4 msec 4 msec
  6 171.9.15.9 120 msec 132 msec 128 msec
  7 171.9.15.10 132 msec 128 msec 128 msec
Switch#

この表示では、ホップ カウント、ルータの IP アドレス、および送信される 3 つのプローブぞれぞ
れのラウンドトリップ時間（ミリ秒）を示しています。

進行中の追跡を終了するには、エスケープ シーケンス（デフォルトは Ctrl-^ X）を入力します。Ctrl
キー、Shiftキー、および 6キーを同時に押してから離し、Xキーを押します。

表 43-2 traceroute 出力表示文字

文字 説明

* プローブがタイムアウトです。

? パケット タイプが不明です。

A 管理的に到達不可能です。この出力は、通常アクセス リストがトラフィックを
ブロックしていることを意味します。

H ホストが到達不可能です。

N ネットワークが到達不可能です。

P プロトコルが到達不可能です。

Q 送信元がクエンチです。

U ポートが到達不可能です。
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TDR の使用
ここでは、以下について説明します。

• TDR の概要（p.43-24）

• TDR の実行および結果の表示（p.43-24）

TDR の概要
Cisco IOS Release 12.1(19)EA1以上では、Time Domain Reflector（TDR）機能を使用して、ケーブル
接続の問題の診断および解決を行うことができます。TDR を実行すると、ローカル デバイスがケー
ブル経由で信号を送信して、反射信号を最初の信号と比較します。

TDR は、銅 Ethernet 10/100/100 ポートでのみサポートされます。10/100 ポート、10 ギガビット モ
ジュール ポート、または SFP モジュール ポートではサポートされません。 

TDR は、次のケーブル接続の問題を検出できます。

• ツイストペア ワイヤのオープン、破損、切れ目 ― ワイヤは、リモート デバイスからのワイヤ
と接続されていない。

• ショートしたツイストペア ワイヤ ― ワイヤは相互に、またはリモート デバイスからのワイヤ
と接触している。たとえば、ツイストペア ケーブルは、一方のワイヤが他のワイヤにハンダ付
けされる場合にショートする可能性がある。

ツイストペア ワイヤの一方が、オープンの場合、TDR はワイヤがオープンである長さを判別でき
ます。

次の状況でのケーブル接続の問題を診断および解決するには、TDR を使用します。

• スイッチの交換

• 配線クローゼットの設定

• リンクを確立できない、またはリンクが適切に動作していない場合の、2 つのデバイス間の接
続に関するトラブルシューティング

TDR の実行および結果の表示
インターフェイス上で TDR を実行する場合は、スタック マスターまたはスタック メンバーで実行
できます。

TDR を実行するには、test cable-diagnostics tdr interface interface-idイネーブル EXEC コマンドを使
用します。

結果を表示するには、show cable-diagnostics tdr interface interface-idイネーブル EXEC コマンドを
入力します。表示されるフィールドの詳細については、このリリースのコマンド リファレンスを参
照してください。
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debug コマンドの使用
ここでは、debugコマンドを使用して、インターネットワーキング問題を診断および解決する方法
について説明します。

• 特定の機能に関するデバッグのイネーブル化（p.43-25）

• 全システム診断のイネーブル化（p.43-26）

• デバッグおよびエラー メッセージ出力のリダイレクト（p.43-26）

注意 CPU プロセス内では、デバッグ出力に高いプライオリティが割り当てられているため、デバッグ
を行うとシステムが使用不可能になることがあります。このため、debugコマンドは、特定の問題
のトラブルシューティングを行う場合やシスコのテクニカル サポート スタッフによるトラブル
シューティング セッション中に限って使用するようにください。debug コマンドは、ネットワー
ク トラフィック量が少ない、またはユーザ数が少ない時間帯に使用してください。これらの期間
にデバッグを実行すると、debugコマンドの処理がもたらすオーバーヘッドの増加により、システ
ムの利用に影響が生じる可能性が小さくなります。

（注） 特定の debug コマンドの構文および使用方法の詳細については、このリリースのコマンド リファ
レンスを参照してください。

特定の機能に関するデバッグのイネーブル化

デバッグをイネーブルにすると、スタック マスターでのみデバッグがイネーブルになります。ス
タック メンバーでのデバッグをイネーブルにするには、session switch-numberイネーブル EXEC コ
マンドを使用して、スタック メンバーからセッションを開始する必要があります。そのあと、ス
タック メンバーのコマンドライン プロンプトに debugを入力します。

debugコマンドはすべてイネーブル EXEC モードで実行します。ほとんどの debugコマンドは引数
を取りません。たとえば、Switch Port Analyzer（SPAN; スイッチ ポート アナライザ）に対するデ
バッグをイネーブルにするには、イネーブル EXEC モードで次のコマンドを入力します。

Switch# debug span-session

このコマンドの no形式が入力されるまで、スイッチは出力の生成を続けます。

debugコマンドをイネーブルにしても出力が表示されない場合は、次の可能性を検討してください。

• スイッチが適切に設定されていないため、モニタ対象のトラフィック タイプが生成されない可
能性があります。show running-configコマンドを使用し、コンフィギュレーションをチェック
してください。

• スイッチが正しく設定されていても、デバッグがイネーブルになっている特定の間は、モニタ

対象のトラフィック タイプが生成されない場合もあります。デバッグを行う機能に応じて
TCP/IP pingコマンドなどを使用し、ネットワーク トラフィックを生成します。

SPAN のデバッグをディセーブルにするには、イネーブル EXEC モードで次のコマンドを入力しま
す。

Switch# no debug span-session
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あるいは、イネーブル EXEC モードで、このコマンドの undebug形式を入力することもできます。

Switch# undebug span-session

各デバッグ オプションのステートを表示するには、イネーブル モードで次のコマンドを入力しま
す。

Switch# show debugging

全システム診断のイネーブル化

全システム診断をイネーブルにするには、イネーブル EXEC モードで次のコマンドを入力します。

Switch# debug all

注意 デバッグの出力は他のネットワーク トラフィックよりも優先され、また、debug all イネーブル
EXEC コマンドを実行すると他の debugコマンドよりも大量の出力が生成されるため、スイッチの
パフォーマンスが大幅に低下したり、使用できなくなることがあります。debugコマンドは、なる
べく対象を特定して使用してください。

no debug allイネーブル EXEC コマンドを使用すると、すべての診断出力がディセーブルになりま
す。no debug allコマンドを使用すると、偶然イネーブルのままとなって debug コマンドを簡単に
ディセーブルにできます。

デバッグおよびエラー メッセージ出力のリダイレクト
デフォルトでは、ネットワーク サーバは debugコマンドの出力やシステム エラー メッセージをコ
ンソールに送信します。このデフォルトを使用する場合は、コンソール ポートに接続する代わりに
仮想端末接続を使用し、デバッグ出力をモニタできます。

宛先として使用できるのは、コンソール、仮想端末、内部バッファ、および Syslog サーバが動作し
ている UNIX ホストなどです。Syslog 形式は、4.3 Berkeley Standard Distribution（BSD）UNIX およ
び派生 OS と互換性があります。

（注） デバッグの宛先によって、システムのオーバーヘッドが変わることに注意してください。ロギング

メッセージをコンソールに送信すると、大きなオーバーヘッドが発生しますが、仮想端末に出力す

れば、オーバーヘッドは小さくなります。Syslog サーバに出力すると、オーバーヘッドはさらに小
さくなります。最もオーバーヘッドが小さいのは、内部バッファへの出力です。

スタック メンバーによって生成されたシステム エラー メッセージは、スタック マスターによって
すべてのスタック メンバーに表示されます。Syslog はスタック マスターに置かれます。

（注） スタック マスターに障害が発生しても Syslog が失われないように、Syslog をフラッシュ メモリに
保存してください。

システム メッセージのロギングの詳細については、第 30 章「システム メッセージ ロギングの設
定」を参照してください。
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show platform forward コマンドの使用例
show platform forwardイネーブル EXEC コマンドの出力から、システムを介してインターフェイス
に入るパケットの転送結果に関して、有意義な情報がいくつか得られます。パケットに関して入力

されたパラメータに応じて、参照テーブル結果、転送宛先の計算に使用されるポート マップ、ビッ
トマップ、および出力側の情報が表示されます。

（注） show platform forwardコマンドの構文および使用方法の詳細については、このリリースのスイッチ
コマンド リファレンスを参照してください。

このコマンドで出力される情報のほとんどは、主に、スイッチの Application Specific Integrated Circuit
（ASIC; 特定用途向け IC）に関する詳細情報を利用するテクニカル サポート担当者に役立ちます。
ただし、パケット転送情報はトラブルシューティングにも役立ちます。

次に、VLAN 5 内のポート 1 に入るパケットが未知の MAC アドレスにアドレッシングされる場合
の show platform forward コマンドの出力例を示します。パケットは VLAN 5 内のその他のすべて
のポートに対してフラッディングされなければなりません。

Switch# show platform forward gigabitethernet1/0/1 vlan 5 1.1.1 2.2.2 ip 13.1.1.1 
13.2.2.2 udp 10 20     
Global Port Number:24, Asic Number:5
Src Real Vlan Id:5, Mapped Vlan Id:5

Ingress:
 Lookup                   Key-Used                    Index-Hit  A-Data
InptACL  40_0D020202_0D010101-00_40000014_000A0000     01FFA   03000000
L2Local  80_00050002_00020002-00_00000000_00000000     00C71   0000002B
Station Descriptor:02340000, DestIndex:0239, RewriteIndex:F005

==========================================
Egress:Asic 2, switch 1
Output Packets:

------------------------------------------
Packet 1
 Lookup                   Key-Used                    Index-Hit  A-Data
OutptACL 50_0D020202_0D010101-00_40000014_000A0000     01FFE   03000000

Port       Vlan      SrcMac          DstMac    Cos  Dscpv
Gi1/0/1  0005 0001.0001.0001  0002.0002.0002  

------------------------------------------
Packet 2
 Lookup                   Key-Used                    Index-Hit  A-Data
OutptACL 50_0D020202_0D010101-00_40000014_000A0000     01FFE   03000000

Port       Vlan      SrcMac          DstMac    Cos  Dscpv
Gi1/0/2  0005 0001.0001.0001  0002.0002.0002  

------------------------------------------
（テキスト出力は省略）

------------------------------------------
Packet 10
 Lookup                   Key-Used                    Index-Hit  A-Data
OutptACL 50_0D020202_0D010101-00_40000014_000A0000     01FFE   03000000
Packet dropped due to failed DEJA_VU Check on Gi1/0/2
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次に、VLAN 5 内のポート 1 に着信するパケットを、VLAN 上の別のポートで学習済みのアドレス
に送信した場合の出力例を示します。パケットは、アドレスを学習済みのポートから転送する必要

があります。

Switch# show platform forward gigabitethernet1/0/1 vlan 5 1.1.1 0009.43a8.0145 ip 
13.1.1.1 13.2.2.2 udp 10 20
Global Port Number:24, Asic Number:5
Src Real Vlan Id:5, Mapped Vlan Id:5

Ingress:
 Lookup                   Key-Used                    Index-Hit  A-Data
InptACL  40_0D020202_0D010101-00_40000014_000A0000     01FFA   03000000
L2Local  80_00050009_43A80145-00_00000000_00000000     00086   02010197
Station Descriptor:F0050003, DestIndex:F005, RewriteIndex:0003

==========================================
Egress:Asic 3, switch 1
Output Packets:

------------------------------------------
Packet 1
 Lookup                   Key-Used                    Index-Hit  A-Data
OutptACL 50_0D020202_0D010101-00_40000014_000A0000     01FFE   03000000

Port       Vlan      SrcMac          DstMac    Cos  Dscpv
Gi1/0/2  0005 0001.0001.0001  0009.43A8.0145 

次に、VLAN 5 内のポート 1に着信するパケットの宛先 MAC アドレスが VLAN 5 内のルータ MAC
アドレスに設定されていて、宛先 IP アドレスが不明である場合の出力例を示します。デフォルト
ルートが設定されていないため、パケットは廃棄されます。

Switch# show platform forward gigabitethernet1/0/1 vlan 5 1.1.1 03.e319.ee44 ip 
13.1.1.1 13.2.2.2 udp 10 20
Global Port Number:24, Asic Number:5
Src Real Vlan Id:5, Mapped Vlan Id:5

Ingress:
 Lookup                   Key-Used                    Index-Hit  A-Data
InptACL  40_0D020202_0D010101-00_41000014_000A0000     01FFA   03000000
L3Local  00_00000000_00000000-90_00001400_0D020202     010F0   01880290
L3Scndr  12_0D020202_0D010101-00_40000014_000A0000     034E0   000C001D_00000000
Lookup Used:Secondary
Station Descriptor:02260000, DestIndex:0226, RewriteIndex:0000
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次に、VLAN 5 内のポート 1 に着信するパケットの宛先 MAC アドレスが VLAN 5 内のルータ MAC
アドレスに設定されていて、宛先 IP アドレスが IP ルーティング テーブル内の IP アドレスに設定
されている場合の出力例を示します。パケットはルーティング テーブルの指定どおりに転送されま
す。

Switch# show platform forward gigabitethernet1/0/1 vlan 5 1.1.1 03.e319.ee44 ip 
110.1.5.5 16.1.10.5
Global Port Number:24, Asic Number:5
Src Real Vlan Id:5, Mapped Vlan Id:5

Ingress:
 Lookup                   Key-Used                    Index-Hit  A-Data
InptACL  40_10010A05_0A010505-00_41000014_000A0000     01FFA   03000000
L3Local  00_00000000_00000000-90_00001400_10010A05     010F0   01880290
L3Scndr  12_10010A05_0A010505-00_40000014_000A0000     01D28   30090001_00000000
Lookup Used:Secondary
Station Descriptor:F0070007, DestIndex:F007, RewriteIndex:0007

==========================================
Egress:Asic 3, switch 1
Output Packets:

------------------------------------------
Packet 1
 Lookup                   Key-Used                    Index-Hit  A-Data
OutptACL 50_10010A05_0A010505-00_40000014_000A0000     01FFE   03000000

Port       Vlan      SrcMac          DstMac    Cos  Dscpv
Gi1/0/2  0007 XXXX.XXXX.0246  0009.43A8.0147 
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crashinfo ファイルの使用
crashinfo ファイルには、シスコのテクニカルサポート スタッフが Cisco IOS イメージの障害（クラッ
シュ）の原因となる問題をデバッグするときに役立つ情報が保存されています。スイッチは障害時

にクラッシュ情報をコンソールに出力します。スイッチは次の 2 種類の crashinfo ファイルを作成し
ます。

• 基本 crashinfo ファイル ― スイッチは障害のあと、次に Cisco IOS イメージがブートされたとき
にこのファイルを自動的に作成します。

• 拡張 crashinfo ファイル ― Cisco IOS Release 12.2(25)SEC 以降では、スイッチはシステムの障害
時にこのファイルを自動的に作成します。

基本 crashinfo ファイル
基本ファイル内の情報には、障害が発生した Cisco IOS イメージの名前やバージョン、プロセッサ
レジスタのリスト、およびスタック トレースが含まれます。この情報をシスコのテクニカル サポー
ト スタッフに提供するには、show tech-supportイネーブル EXEC コマンドを使用します。

基本 crashinfo ファイルは、フラッシュ ファイル システム内の次のディレクトリに保存されます。

flash:/crashinfo/

ファイル名は crashinfo_n（n はシーケンス番号）です。

新たに作成される crashinfo ファイルごとに、既存のシーケンス番号よりも大きなシーケンス番号が
使用されるため、シーケンス番号が最大であるファイルに最新の障害が記述されます。スイッチに

はリアルタイム クロックがないため、タイムスタンプの代わりにバージョン番号が使用されます。
ファイル作成時に使用されるファイル名を変更することはできません。ただし、ファイルが作成さ

れたあとに、renameイネーブル EXEC コマンドを使用して名前を変更することもできますが、show
stacks または show tech-support イネーブル EXEC コマンドを実行しても、名前が変更されたファイ
ルの内容は表示されません。crashinfo ファイルを削除する場合は、deleteイネーブル EXEC コマン
ドを使用します。

最新の crashinfo ファイル（つまり、ファイル名の末尾のシーケンス番号が最大であるファイル）を
表示する場合は、show stacks または show tech-support イネーブル EXEC コマンドを使用します。
moreや copyイネーブル EXEC コマンドなど、ファイルをコピーまたは表示するコマンドを使用し、
ファイルにアクセスすることもできます。

拡張 crashinfo ファイル
Cisco IOS Release 12.2(25)SEC 以降、スイッチはシステムの障害時に拡張 crashinfo ファイルを自動
的に作成します。拡張ファイルには、スイッチの障害原因の判別に役立つ追加情報が含まれます。

手動でこのファイルにアクセスして、more または copy イネーブル EXEC コマンドを使用して、ファ
イル内の情報をシスコの技術サポート担当者に提供してください。

拡張 crashinfo ファイルは、フラッシュ ファイル システム内の次のディレクトリに保存されます。

flash:/crashinfo_ext/

ファイル名は crashinfo_ext_n（n はシーケンス番号）です。

 no exception crashinfo グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用すると、拡張 crashinfo
ファイルを作成しないようにスイッチを設定できます。
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A P P E N D I X A

サポートされている MIB

この付録では、このリリースでサポートされている Catalyst 3750スイッチの Management Information
Base（MIB; 管理情報ベース）を示します。具体的な内容は次のとおりです。

• MIB リスト（p.A-2）

• FTP による MIB ファイルへのアクセス（p.A-4）
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MIB リスト

MIB リスト
• BRIDGE-MIB

（注） BRIDGE-MIB は単一 VLAN（仮想 LAN）のコンテキストをサポートします。デフォル
トで、設定済みのコミュニティ ストリングを使用している SNMP（簡易ネットワーク
管理プロトコル）メッセージは、常に VLAN 1 の情報を提供します。他の VLAN（VLAN
x など）の BRIDGE-MIB 情報を表示するには、SNMP メッセージ内でコミュニティ ス
トリング「設定済みのコミュニティ ストリング @x」を使用します。

• CISCO-CDP-MIB

• CISCO-CLUSTER-MIB

• CISCO-CONFIG-COPY-MIB

• CISCO-CONFIG-MAN-MIB

• CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB

• CISCO-ENTITY-VENDORTYPE-OID-MIB

• CISCO-ENVMON-MIB

• CISCO-FLASH-MIB（すべてのスイッチのフラッシュ メモリは着脱式フラッシュ メモリとして
モデル化）

• CISCO-FTP-CLIENT-MIB

• CISCO-HSRP-MIB

• CISCO-HSRP-EXT-MIB（一部サポート）

• CISCO-IGMP-FILTER-MIB

• CISCO-IMAGE-MIB（スタック マスター イメージの詳細のみ表示）

• CISCO IP-STAT-MIB

• CISCO-L2L3-INTERFACE-CONFIG-MIB

• CISCO-LAG-MIB

• CISCO-MAC-NOTIFICATION-MIB

• CISCO-MEMORY-POOL-MIB（スタック マスター イメージの詳細のみ表示）

• CISCO-PAE-MIB

• CISCO-PAGP-MIB

• CISCO-PING-MIB

• CISCO-PRODUCTS-MIB

• CISCO-PROCESS-MIB（スタック マスターの詳細のみ表示）

• CISCO-RTTMON-MIB

• CISCO-SMI-MIB

• CISCO-STACK-MIB（一部サポート。オブジェクトによっては、スタック マスター情報のみサ
ポート。ENTITY MIB を代替として推奨）

• CISCO-STACKMAKER-MIB

• CISCO-STP-EXTENSIONS-MIB

• CISCO-SYSLOG-MIB

• CISCO-TC-MIB

• CISCO-TCP-MIB

• CISCO-UDLDP-MIB
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• CISCO-VLAN-IFTABLE-RELATIONSHIP-MIB

• CISCO-VLAN-MEMBERSHIP-MIB

• CISCO-VTP-MIB

• ENTITY-MIB

• ETHERLIKE-MIB

• IEEE8021-PAE-MIB

• IEEE8023-LAG-MIB

• IF-MIB（VLAN の入力 /出力カウンタは未サポート）

• IGMP-MIB

• INET-ADDRESS-MIB

• IPMROUTE-MIB

• OLD-CISCO-CHASSIS-MIB（一部サポート。オブジェクトによっては、スタック マスターのみ
反映）

• OLD-CISCO-FLASH-MIB（スタック マスターのみサポート。CISCO-FLASH_MIB を使用）

• OLD-CISCO-INTERFACES-MIB

• OLD-CISCO-IP-MIB

• OLD-CISCO-SYS-MIB

• OLD-CISCO-TCP-MIB

• OLD-CISCO-TS-MIB

• PIM-MIB

• RFC1213-MIB（機能は CISCO-RFC1213-CAPABILITY.my で指定されているエージェント機能
による）

• RFC1253-MIB（OSPF-MIB）

• RMON-MIB

• RMON2-MIB

• SNMP-FRAMEWORK-MIB

• SNMP-MPD-MIB

• SNMP-NOTIFICATION-MIB

• SNMP-TARGET-MIB

• SNMPv2-MIB

• TCP-MIB

• UDP-MIB

（注） また、次の URL を使用して、Catalyst 3750 スイッチでサポートされる MIB の一覧を表示すること
もできます。

ftp://ftp.cisco.com/pub/mibs/supportlists/cat3750/cat3750-supportlist.html

MIB およびシスコ製品の情報には、シスコの Web サイトよりアクセスできます。URL は次のとお
りです。

http://www.cisco.com/public/sw-center/netmgmt/cmtk/mibs.shtml

http://www.cisco.com/public/sw-center/netmgmt/cmtk/mibs.shtml
ftp://ftp.cisco.com/pub/mibs/supportlists/cat3750/cat3750-supportlist.html
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FTP による MIB ファイルへのアクセス
各 MIB ファイルを取得する手順は、次のとおりです。

ステップ 1 FTP クライアントが passive モードになっていることを確認します。

（注） 一部の FTP クライアントは passive モードをサポートしていません。

ステップ 2 FTP を使用してサーバ ftp.cisco.comにアクセスします。

ステップ 3 ユーザ名 anonymousを使用してログインします。

ステップ 4 パスワードが要求されたら、E メールのユーザ名を入力します。

ステップ 5 ftp>プロンプトで、ディレクトリを /pub/mibs/v1および /pub/mibs/v2に変更します。

ステップ 6 get MIB_filenameコマンドを使用して、MIB ファイルのコピーを入手します。

http://www.cisco.com/public/sw-center/netmgmt/cmtk/mibs.shtml
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Cisco IOS ファイル システム、コン
フィギュレーション ファイル、および
ソフトウェア イメージの操作

この付録では、Catalyst 3750 フラッシュ ファイル システムの操作方法、コンフィギュレーション
ファイルのコピー方法、スタンドアロン スイッチまたはスイッチ スタックにソフトウェア イメー
ジをアーカイブ（アップロードおよびダウンロード）する方法について説明します。

特に明記しないかぎり、スイッチという用語はスタンドアロン スイッチおよびスイッチ スタック
を意味します。

（注） この章で使用されるコマンドの構文および使用方法の詳細については、このリリースのスイッチ コ
マンド リファレンスおよび『Cisco IOS Configuration Fundamentals Command Reference』 Release 12.2
を参照してください。

この付録で説明する内容は、次のとおりです。

• フラッシュ ファイル システムの操作（p.B-2）

• コンフィギュレーション ファイルの操作（p.B-9）

• ソフトウェア イメージの操作（p.B-21）
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フラッシュ ファイル システムの操作
フラッシュ ファイル システムは、ファイルを格納できる単一のフラッシュ デバイスです。ソフト
ウェア イメージおよびコンフィギュレーション ファイルの管理に役立つ複数のコマンドも備えて
います。スイッチのデフォルトのフラッシュ ファイル システムは flash:です。

スタック マスターまたはスタック メンバーで表示される flash: は、表示中のファイル システムが
存在するスイッチと同じスイッチに接続されたローカル フラッシュ デバイスを意味します。ス
イッチ スタックでは、スタック マスターから各スタック メンバーのフラッシュ デバイスをそれぞ
れ参照できます。これらのフラッシュ ファイル システム名には、対応するスイッチ メンバー番号
が含まれます。たとえば、スタック マスターで表示される flash3: は、スタック メンバー 3 上の
flash:を意味します。スイッチ スタック内のフラッシュ ファイル システムを含むすべてのファイル
システムのリストを表示するには、show file systemsイネーブル EXEC コマンドを使用します。

スイッチ スタックのソフトウェア イメージおよびコンフィギュレーション ファイルを管理できる
のは、一度に 1 名のユーザのみです。

ここでは、次の設定について説明します。

• 使用可能なファイル システムの表示（p.B-2）

• デフォルトのファイル システムの設定（p.B-3）

• ファイル システムのファイルに関する情報の表示（p.B-3）

• ディレクトリの作成および削除（p.B-4）

• ファイルのコピー（p.B-5）

• ファイルの削除（p.B-6）

• tar ファイルの作成、表示、および抽出（p.B-6）

• ファイルの内容の表示（p.B-8）

使用可能なファイル システムの表示
スイッチで使用可能なファイル システムを表示するには、show file systemsイネーブル EXEC コマ
ンドを使用します（次の例を参照）。次の例では、スタック マスターはスタック メンバー 3 である
ため、flash3:は flash:というエイリアスで表されます。スタック メンバー 5 のファイル システ
ムは、スタック マスターでは flash5として表示されます。

Switch# show file systems
File Systems:

Size(b)     Free(b)      Type  Flags  Prefixes
*   15998976     5135872     flash     rw   flash:flash3:
           -           -    opaque     rw   bs:
           -           -    opaque     rw   vb:
      524288      520138     nvram     rw   nvram:
           -           -   network     rw   tftp:
           -           -    opaque     rw   null:
           -           -    opaque     rw   system:
           -           -    opaque     ro   xmodem:
           -           -    opaque     ro   ymodem:
    15998976      645120   unknown     rw   flash5:
           -           -   network     rw   rcp:
           -           -   network     rw   ftp:

表 B-1 show file systems フィールドの説明

フィールド 値

Size（b） ファイル システムのメモリ サイズ（バイト単位）です。

Free（b） ファイル システムの空きメモリ サイズ（バイト単位）です。
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デフォルトのファイル システムの設定
デフォルトのファイル システムとして使用されるファイル システムまたはディレクトリを指定す
るには、cd filesystem: イネーブル EXEC コマンドを使用します。デフォルト ファイル システムを
設定すると、関連するコマンドを実行するときに filesystem:引数を省略できます。たとえば、オプ
ションの filesystem:引数を持つすべてのイネーブル EXEC コマンドでは、cdコマンドで指定された
ファイル システムが使用されます。

デフォルトでは、デフォルト ファイル システムは flash:です。

cd コマンドで指定された現在のデフォルトのファイル システムを表示するには、pwd イネーブル
EXEC コマンドを使用します。

ファイル システムのファイルに関する情報の表示
ファイル システムの内容を操作する前に、そのリストを表示できます。たとえば、新しいコンフィ
ギュレーション ファイルをフラッシュ メモリにコピーする前に、ファイル システムに同じ名前の
コンフィギュレーション ファイルが格納されていないことを確認できます。同様に、フラッシュ
コンフィギュレーション ファイルを別の場所にコピーする前に、ファイル名を確認して、その名前
を別のコマンドで使用できます。

Type ファイル システムのタイプです。

flash ― ファイル システムはフラッシュ メモリ デバイス用です。

nvram ― ファイル システムは NVRAM（不揮発性 RAM）デバイス用です。

opaque ― ファイル システムはローカルに生成された pseudoファイル システム（systemなど）、または
brimux などのダウンロード インターフェイスです。

unknown ― ファイル システムのタイプは不明です。

Flags このシステムの権限です。

ro ― 読み取り専用です。

rw ― 読み取り /書き込みです。

wo ― 書き込み専用です。

Prefixes ファイル システムのエイリアスです。

flash: ― フラッシュ ファイル システムです。

nvram: ― NVRAM です。

null: ― コピーの null 宛先です。リモート ファイルを null にコピーし、サイズを判別できます。

rcp: ― Remote Copy Protocol（RCP）ネットワーク サーバです。

system: ― 実行コンフィギュレーションを含むシステム メモリが格納されています。

tftp: ― Trivial File Transfer Protocol（TFTP; 簡易ファイル転送プロトコル）ネットワーク サーバです。

xmodem: ― XMODEM プロトコルを使用し、ネットワーク マシンからファイルを取得します。

ymodem: ― YMODEM プロトコルを使用し、ネットワーク マシンからファイルを取得します。

表 B-1 show file systems フィールドの説明（続き）

フィールド 値
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ファイル システムのファイルに関する情報を表示するには、表 B-2 に示すイネーブル EXEC コマ
ンドのいずれかを使用します。

ディレクトリの変更および作業ディレクトリの表示

ディレクトリの変更および作業ディレクトリの表示を行うには、イネーブル EXEC モードで次の手
順を実行します。

ディレクトリの作成および削除

ディレクトリを作成および削除するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

ディレクトリを、その内部のすべてのファイルおよびサブディレクトリとともに削除するには、

delete /force/recursive filesystem:/file-urlイネーブル EXEC コマンドを使用します。

表 B-2 ファイルに関する情報を表示するためのコマンド

コマンド 説明

dir [/all] [filesystem:][filename] ファイル システムのファイル リストを表示します。

show file systems ファイル システムの各ファイルに関する詳細を表示します。

show file information file-url 特定のファイルに関する情報を表示します。

show file descriptors 開いているファイルの記述子リストを表示します。ファイル記述子は開いている

ファイルの内部表現です。このコマンドを使用して、別のユーザによってファイ

ルが開かれているかどうかを調べることができます。

コマンド 説明

ステップ 1 dir filesystem: 指定されたファイル システムのディレクトリを表示します。

filesystem:でシステム ボードのフラッシュ デバイスを指定する場合
は、flash:を使用します。

ステップ 2 cd new_configs 目的のディレクトリに変更します。

new_configs という名前のディレクトリに変更する方法については、
コマンド例を参照してください。

ステップ 3 pwd 作業ディレクトリを表示します。

コマンド 説明

ステップ 1 dir filesystem: 指定されたファイル システムのディレクトリを表示します。

filesystem:でシステム ボードのフラッシュ デバイスを指定する場合
は、flash:を使用します。

ステップ 2 mkdir old_configs 新しいディレクトリを作成します。

old_configs という名前のディレクトリを作成する方法については、
コマンド例を参照してください。

ディレクトリ名は大文字と小文字が区別されます。

スラッシュ（/）間に指定できるディレクトリ名は最大 45 文字です。
ディレクトリ名に、制御文字、スペース、削除文字、スラッシュ、

引用符、セミコロン、コロンは使用できません。

ステップ 3 dir filesystem: 設定を確認します。
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名前で指定されたディレクトリを、その内部のすべてのサブディレクトリおよびファイルとともに

削除するには、/recursive キーワードを使用します。ディレクトリ内のファイルごとに表示される
削除を確認するプロンプトを省略するには、/force キーワードを使用します。この削除プロセスを
実行すると、最初に 1 度だけプロンプトが表示されます。archive download-swコマンドによってイ
ンストールされ、不要になった古いソフトウェア イメージを削除するには、/forceキーワードおよ
び /recursiveキーワードを使用します。

filesystemで、システム ボードのフラッシュ デバイスを指定する場合は flash:を使用します。file-url
には、削除するディレクトリ名を入力します。ディレクトリ内のすべてのファイルおよびディレク

トリが削除されます。

注意 ファイルおよびディレクトリが削除された場合、その内容を回復することはできません。

ファイルのコピー

コピー元からコピー先にファイルをコピーするには、copy source-url destination-urlイネーブル EXEC
コマンドを使用します。コピー元およびコピー先の URL には、running-configおよび startup-config
キーワード ショートカットを使用できます。たとえば、copy running-config startup-config コマン
ドを実行すると、現在の実行コンフィギュレーション ファイルがフラッシュ メモリの NVRAM セ
クションに保存され、システム初期化中のコンフィギュレーションとして使用されます。

XMODEM または YMODEM プロトコルを使用するネットワーク マシンのファイルに対するコピー
元として特殊なファイル システム（xmodem:、ymodem:）を指定し、そこからコピーすることもで
きます。

ネットワーク ファイル システムの URL には、ftp:、rcp:、tftp: などがあります。構文は次のとお
りです。

• FTP（ファイル転送プロトコル） ― ftp:[[//username [:password]@location]/directory]/filename

• RCP ― rcp:[[//username@location]/directory]/filename

• TFTP ― tftp:[[//location]/directory]/filename

ローカルな書き込み可能ファイル システムには flash: などがあります。

コピー元とコピー先の組み合わせによっては、無効となる場合もあります。特に、次に示す組み合

わせの場合は、コピーできません。

• 実行コンフィギュレーションから実行コンフィギュレーションへ

• スタートアップ コンフィギュレーションからスタートアップ コンフィギュレーションへ

• デバイスから同じ名前のデバイスへ（たとえば、copy flash:flash:コマンドは無効です。）

コンフィギュレーション ファイルによる copy コマンドの具体的な使用例については、「コンフィ
ギュレーション ファイルの操作」（p.B-9）を参照してください。

新しいバージョンをダウンロードする場合、または既存のバージョンをアップロードし、ソフト

ウェア イメージをコピーする場合は、archive download-sw または archive upload-sw イネーブル
EXEC コマンドを使用します。詳細については、「ソフトウェア イメージの操作」（p.B-21）を参照
してください。
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ファイルの削除

フラッシュ メモリ デバイスのファイルが不要な場合は、そのファイルを永久的に削除できます。指
定されたフラッシュ デバイスからファイルまたはディレクトリを削除するには、delete [/force]
[/recursive] [filesystem:]/file-urlイネーブル EXEC コマンドを使用します。

ディレクトリを、その内部のすべてのサブディレクトリおよびファイルとともに削除するには、

/recursive キーワードを使用します。ディレクトリ内のファイルごとに表示される削除を確認する
プロンプトを省略するには、/force キーワードを使用します。この削除プロセスを実行すると、最
初に 1 度だけプロンプトが表示されます。archive download-sw コマンドによってインストールさ
れ、不要になった古いソフトウェア イメージを削除するには、/force キーワードおよび /recursive
キーワードを使用します。

filesystem:オプションを省略すると、cdコマンドで指定したデフォルトのデバイスが使用されます。
file-urlには、削除するファイルのパス（ディレクトリ）および名前を指定します。

ファイルを削除しようとすると、削除の確認を求めるプロンプトが表示されます。

注意 ファイルが削除された場合、その内容を回復することはできません。

次に、デフォルトのフラッシュ メモリ デバイスからファイル myconfigを削除する例を示します。

Switch# delete myconfig

tar ファイルの作成、表示、および抽出
tar ファイルを作成し、そこにファイルを書き込んだり、tar ファイル内のファイルをリスト表示し
たり、tar ファイルからファイルを抽出できます（次のセクションを参照）。

（注） ソフトウェア イメージ ファイルをダウンロードおよびアップロードするには、copy イネーブル
EXEC コマンドや archive tarイネーブル EXEC コマンドでなく、archive download-swおよび archive
upload-swイネーブル EXEC コマンドを使用することを推奨します。スイッチ スタックの場合、
archive download-swおよび archive upload-swイネーブル EXEC コマンドは必ずスタック マスター
を通して使用してください。スタック マスターにダウンロードされたソフトウェア イメージは、
残りのスタック メンバーに自動的にダウンロードされます。

互換性のないソフトウェア イメージが格納されたスイッチをアップグレードする場合は、archive
copy-swイネーブル EXEC コマンドを使用して、既存のスタック メンバーから互換性のないスイッ
チにソフトウェア イメージをコピーします。このスイッチは自動的に再起動され、完全な機能を
備えたメンバーとしてスタックに参加します。

tar ファイルの作成

tar ファイルを作成し、そこにファイルを書き込むには、次のイネーブル EXEC コマンドを使用し
ます。

archive tar/create destination-url flash:/file-url

destination-urlには、ローカルまたはネットワーク ファイル システムの宛先 URL のエイリアス、お
よび作成する tar ファイルの名前を指定します。次のオプションがサポートされています。
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• ローカルなフラッシュ ファイル システムの場合は、構文は次のとおりです。
flash:

• FTP の場合は、構文は次のとおりです。
ftp:[[//username[:password]@location]/directory]/tar-filename.tar

• RCP の場合は、構文は次のとおりです。
rcp:[[//username@location]/directory]/tar-filename.tar

• TFTP の場合は、構文は次のとおりです。
tftp:[[//location]/directory]/tar-filename.tar

tar-filename.tarは、作成される tar ファイルです。

flash:/file-urlには、新しい tar ファイルの作成元になる、ローカルなフラッシュ ファイル システム
上の場所を指定します。送信元ディレクトリ内に格納されているオプションのファイルまたはディ

レクトリのリストを指定し、新しい tar ファイルに書き込むこともできます。何も指定しないと、こ
のレベルにおけるすべてのファイルおよびディレクトリが、新規に作成された tar ファイルに書き
込まれます。

次に、tar ファイルの作成方法を示します。次のコマンドを実行すると、ローカルなフラッシュデバ
イスの new-configsディレクトリの内容が、172.20.10.30 にある TFTP サーバ上のファイル saved.tar
に書き込まれます。

Switch# archive tar /create tftp:172.20.10.30/saved.tar flash:/new-configs

tar ファイルの内容の表示

画面に tar ファイルの内容を表示するには、次のイネーブル EXEC コマンドを使用します。

archive tar/table source-url

source-url には、ローカルまたはネットワーク ファイル システムの送信元 URL のエイリアスを指
定します。次のオプションがサポートされています。

• ローカルなフラッシュ ファイル システムの場合は、構文は次のとおりです。
flash:

• FTP の場合は、構文は次のとおりです。
ftp:[[//username[:password]@location]/directory]/tar-filename.tar

• RCP の場合は、構文は次のとおりです。
rcp:[[//username@location]/directory]/tar-filename.tar

• TFTP の場合は、構文は次のとおりです。
tftp:[[//location]/directory]/tar-filename.tar

tar-filename.tarは、表示される tar ファイルです。

tar ファイルのあとにオプションのファイルまたはディレクトリ リストを指定して、表示するファ
イルを制限することもできます。リストを指定すると、リスト内のファイルのみが表示されます。

何も指定しないと、すべてのファイルおよびディレクトリが表示されます。

次に、フラッシュ メモリ内にあるスイッチ tar ファイルの内容を表示する例を示します。

Switch# archive tar /table flash:c3750-ipservices-mz.122-25.SEB.tar
info (219 bytes)
c3750-ipservices-mz.122-25.SEB/ (directory)
c3750-ipservices-mz.122-25.SEB/html/ (directory)
c3750-ipservices-mz.122-25.SEB/html/foo.html (0 bytes)
c3750-ipservices-mz.122-25.SEB/c3750-ipservices-mz.122-25.SEB.bin (610856 bytes)
c3750-ipservices-mz.122-25.SEB/info (219 bytes)
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次に、/htmlディレクトリおよびその内容のみを表示する例を示します。

Switch# archive tar /table flash: c3750-ipservices-mz.12-25/html
c3750-ipservices-12-25.SEB/html
c3750-ipservices-12-25.SEB/html/ (directory)
c3750-ipservices-12-25.SEB/html/const.htm (556 bytes)
c3750-ipservices-12-25.SEB/html/xhome.htm (9373 bytes)
c3750-ipservices-12-25.SEB/html/menu.css (1654 bytes)
（テキスト出力は省略）

tar ファイルの抽出

tar ファイルをフラッシュ ファイル システム上のディレクトリに抽出するには、次のイネーブル
EXEC コマンドを使用します。

archive tar/xtract source-url flash:/file-url [dir/file...]

source-url には、ローカル ファイル システムの送信元 URL のエイリアスを指定します。次のオプ
ションがサポートされています。

• ローカルなフラッシュ ファイル システムの場合は、構文は次のとおりです。
flash:

• FTP の場合は、構文は次のとおりです。
ftp:[[//username[:password]@location]/directory]/tar-filename.tar

• RCP の場合は、構文は次のとおりです。
rcp:[[//username@location]/directory]/tar-filename.tar

• TFTP の場合は、構文は次のとおりです。
tftp:[[//location]/directory]/tar-filename.tar

tar-filename.tarは、ファイルの抽出元の tar ファイルです。

flash:/file-url [dir/file...] には、tar ファイルの抽出先になる、ローカルなフラッシュ ファイル システ
ム上の場所を指定します。tar ファイル内で抽出先となるファイルまたはディレクトリのオプション
のリストを指定するには、dir/file... オプションを使用します。何も指定しないと、すべてのファイ
ルおよびディレクトリが抽出されます。

次に、172.20.10.30 の TFTP サーバ上にある tar ファイルの内容を抽出する例を示します。このコマ
ンドを実行すると、new-configs ディレクトリがローカルなフラッシュ ファイル システムのルート
ディレクトリに抽出されます。saved.tarファイルの残りのファイルは無視されます。

Switch# archive tar /xtract tftp:/172.20.10.30/saved.tar flash:/new-configs

ファイルの内容の表示

リモート ファイル システム上のファイルなど、読み取り可能ファイルの内容を表示するには、more
[/ascii | /binary | /ebcdic] file-urlイネーブル EXEC コマンドを使用します。

次に、TFTP サーバ上のコンフィギュレーション ファイルの内容を表示する例を示します。

Switch# more tftp://serverA/hampton/savedconfig 
!
! Saved configuration on server
!
version 11.3
service timestamps log datetime localtime
service linenumber
service udp-small-servers
service pt-vty-logging
!
（テキスト出力は省略）
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コンフィギュレーション ファイルの操作
ここでは、コンフィギュレーション ファイルの作成、ロード、メンテナンスの手順について説明し
ます。

（注） スイッチ スタックのコンフィギュレーション ファイルの詳細については、「スイッチ スタックの
コンフィギュレーション ファイル」（p.5-16）を参照してください。

コンフィギュレーション ファイルには、Cisco IOS ソフトウェアの機能をカスタマイズするために
入力されるコマンドが格納されています。基本的なコンフィギュレーション ファイルを作成するに
は、setup プログラムを使用するか、または setup イネーブル EXEC コマンドを使用します。詳細
については、第 3 章「スイッチの IP アドレスおよびデフォルト ゲートウェイの割り当て」を参照
してください。

TFTP、FTP、または RCP サーバから、スイッチの実行コンフィギュレーションまたはスタートアッ
プ コンフィギュレーションにコンフィギュレーション ファイルをコピー（ダウンロード）できま
す。この操作が必要となる場合は次のいずれかです。

• バックアップ コンフィギュレーション ファイルを復元する場合

• 別のスイッチのコンフィギュレーション ファイルを使用する場合。たとえば、ネットワークに
別のスイッチを追加し、元のスイッチと同じ設定にできます。ファイルを新しいスイッチにコ

ピーすると、ファイル全体を再作成せずに、関連部分を変更できます。

• すべてのスイッチのコンフィギュレーションが同様になるように、ネットワーク内のすべての

スイッチに同じコンフィギュレーション コマンドをロードする場合

スイッチからファイル サーバにコンフィギュレーション ファイルをコピー（アップロード）する
には、TFTP、FTP、または RCP を使用します。あとでサーバから元のコンフィギュレーション ファ
イルを復元できるようにするため、現在のコンフィギュレーション ファイルをサーバにバックアッ
プしてから、内容を変更してください。

使用するプロトコルは、使用中のサーバのタイプによって異なります。FTP および RCP トランス
ポート メカニズムを使用すると、TFTP よりもパフォーマンスが高速化され、データがより確実に
配信されます。これらの機能を実現するため、FTP および RCP はコネクション型の TCP/IP スタッ
クに基づいて構築され、このスタックが使用されています。

ここでは、次の設定について説明します。

• コンフィギュレーション ファイルの作成および使用に関する注意事項（p.B-9）

• コンフィギュレーション ファイルのタイプおよび場所（p.B-10）

• テキスト エディタによるコンフィギュレーション ファイルの作成（p.B-10）

• TFTP によるコンフィギュレーション ファイルのコピー（p.B-11）

• FTP によるコンフィギュレーション ファイルのコピー（p.B-13）

• RCP によるコンフィギュレーション ファイルのコピー（p.B-16）

• 設定情報のクリア（p.B-20）

コンフィギュレーション ファイルの作成および使用に関する注意事項
コンフィギュレーション ファイルを作成すると、スイッチを設定するときに役立ちます。コンフィ
ギュレーション ファイルには、1 台または複数のスイッチを設定する場合に必要となるコマンドの
一部、またはすべてを格納できます。たとえば、同じハードウェア コンフィギュレーションを持つ
複数のスイッチに、同じコンフィギュレーション ファイルをダウンロードできます。
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コンフィギュレーション ファイルを作成するときは、次に示す注意事項に従ってください。

• スイッチを初期設定する場合は、コンソール ポートを通して接続してください。コンソール
ポートに直接接続しないで、ネットワーク接続を介してスイッチにアクセスすると、設定の一

部が変更されて（スイッチの IP アドレスの変更やポートのディセーブル化など）、スイッチと
の接続が切断される可能性があります。

• スイッチにパスワードが設定されていない場合は enable secret secret-passwordグローバル コン
フィギュレーション コマンドを使用して、パスワードを設定してください。

（注） copy {ftp:| rcp:| tftp:}system:running-config イネーブル EXEC コマンドを実行すると、コマンドラ
インにコマンドを入力した場合と同様に、スイッチにコンフィギュレーション ファイルがロード
されます。コマンドを追加するまで、既存の実行コンフィギュレーションは消去されません。コ

ピーされたコンフィギュレーション ファイル内のコマンドによって既存のコンフィギュレーショ
ン ファイル内のコマンドが置き換えられると、既存のコマンドは消去されます。たとえば、コピー
されたコンフィギュレーション ファイルに格納されている特定のコマンドの IP アドレスが、既存
のコンフィギュレーションに格納されている IP アドレスと異なる場合は、コピーされたコンフィ
ギュレーション内の IP アドレスが使用されます。ただし、既存のコンフィギュレーション内のコ
マンドの一部を置き換えたり、無効にすることはできません。この場合は、既存のコンフィギュ

レーション ファイルとコピーされたコンフィギュレーション ファイルが混在するコンフィギュ
レーション ファイルが作成され、コピーされたコンフィギュレーション ファイルが優先されます。

コンフィギュレーション ファイルを復元して、サーバに保存されたファイルの正確なコピーを作
成するには、コンフィギュレーション ファイルを直接スタートアップ コンフィギュレーションに
コピーして（copy {ftp:| rcp:| tftp:}nvram:startup-configイネーブル EXEC コマンドを使用）、スイッ
チを再起動します。

コンフィギュレーション ファイルのタイプおよび場所
スタートアップ コンフィギュレーション ファイルは、ソフトウェアを設定するため、システムの
起動中に使用されます。実行コンフィギュレーション ファイルには、ソフトウェアの現在の設定が
格納されています。2 つのコンフィギュレーション ファイルに、異なるファイルを設定できます。
たとえば、一時的に設定を変更する必要がある場合は、実行コンフィギュレーションを変更したあ

と、copy running-config startup-configイネーブル EXEC コマンドによる設定の保存を行わないよう
にします。

実行コンフィギュレーションは DRAM に保存されますが、スタートアップ コンフィギュレーショ
ンはフラッシュ メモリの NVRAM セクションに保存されます。

テキスト エディタによるコンフィギュレーション ファイルの作成
コンフィギュレーション ファイルを作成する場合は、システムが適切に応答できるように、コマン
ドを論理的に並べる必要があります。これは、コンフィギュレーション ファイルを作成するための
方法の 1 つです。

ステップ 1 スイッチからサーバに既存のコンフィギュレーションをコピーします。

詳細については、「TFTP によるコンフィギュレーション ファイルのダウンロード」（p.B-12）、「FTP
によるコンフィギュレーション ファイルのダウンロード」（p.B-14）、または「RCP によるコンフィ
ギュレーション ファイルのダウンロード」（p.B-18）を参照してください。
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ステップ 2 UNIX の vi または emacs、PC のメモ帳などのテキスト エディタでコンフィギュレーション ファイ
ルを開きます。

ステップ 3 目的のコマンドが格納されたコンフィギュレーション ファイルの一部を取り出し、新しいファイル
に保存します。

ステップ 4 コンフィギュレーション ファイルをサーバ内の適切な場所にコピーします。たとえば、ファイルを
ワークステーションの TFTP ディレクトリ（UNIX ワークステーションの場合は通常 /tftpboot）にコ
ピーします。

ステップ 5 ファイルに関する権限が world-read に設定されていることを確認します。

TFTP によるコンフィギュレーション ファイルのコピー
作成したコンフィギュレーション ファイルを使用してスイッチを設定したり、別のスイッチからダ
ウンロードしたり、TFTP サーバからダウンロードしたりできます。また、コンフィギュレーショ
ン ファイルを TFTP サーバにコピー（アップロード）し、格納できます。

ここでは、次の設定について説明します。

• TFTP によるコンフィギュレーション ファイルのダウンロードまたはアップロードの準備
（p.B-11）

• TFTP によるコンフィギュレーション ファイルのダウンロード（p.B-12）

• TFTP によるコンフィギュレーション ファイルのアップロード（p.B-12）

TFTP によるコンフィギュレーション ファイルのダウンロードまたはアップロードの準備

TFTP を使用してコンフィギュレーション ファイルのダウンロードやアップロードを開始する前
に、次の作業を実行します。

• TFTP サーバとして機能するワークステーションが、適切に設定されていることを確認します。
Sun ワークステーションで、/etc/inetd.conf ファイル内に次の行が含まれていることを確認しま
す。

tftp dgram udp wait root /usr/etc/in.tftpd in.tftpd -p -s/tftpboot

/etc/services ファイルに次の行が含まれていることを確認します。
tftp 69/udp

（注） /etc/inetd.conf and/etc/services ファイルを変更したあとに、inetd デーモンを再起動する必
要があります。このデーモンを再起動するには、inetd プロセスを終了して再起動する
か、または fastbootコマンド（SunOS 4.x の場合）や rebootコマンド（Solaris 2.x また
は SunOS 5.x の場合）を入力します。TFTP デーモンの詳細については、ワークステー
ションのマニュアルを参照してください。

• スイッチに TFTP サーバへのルートが格納されていることを確認します。ルータでサブネット
間トラフィックのルーティングを実行しない場合は、スイッチおよび TFTP サーバを同じサブ
ネット内に配置する必要があります。ping コマンドを使用し、TFTP サーバへの接続をチェッ
クします。
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• ダウンロードするコンフィギュレーション ファイルが、TFTP サーバ上の正しいディレクトリ
内にあることを確認します（UNIX ワークステーションの場合は通常 /tftpboot）。

• ダウンロードを行う場合は、ファイルに関する権限が正しく設定されていることを確認しま

す。ファイルの権限は world-read でなければなりません。

• コンフィギュレーション ファイルをアップロードする前に、TFTP サーバに空のファイルを作
成する必要があります。空のファイルを作成するには、touch filename コマンドを入力します。
ここでの filenameは、サーバにアップロードするときに使用するファイルの名前です。

• アップロード処理中にサーバの既存ファイル（空のファイルを作成する必要がある場合は空の

ファイルを含む）を上書きする場合は、そのファイルに関する権限が正しく設定されているこ

とを確認します。ファイルの権限は world-read でなければなりません。

TFTP によるコンフィギュレーション ファイルのダウンロード

TFTP サーバからダウンロードされたコンフィギュレーション ファイルを使用してスイッチを設定
するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 コンフィギュレーション ファイルをワークステーション上の適切な TFTP ディレクトリにコピー
します。

ステップ 2 「TFTP によるコンフィギュレーション ファイルのダウンロードまたはアップロードの準備」
（p.B-11）を参照し、TFTP サーバが適切に設定されていることを確認します。

ステップ 3 コンソール ポートまたは Telnet セッションを通して、スイッチにログインします。

ステップ 4 TFTP サーバからコンフィギュレーション ファイルをダウンロードし、スイッチを設定します。

TFTP サーバの IP アドレスまたはホスト名、およびダウンロードするファイル名を指定します。

次に示すイネーブル EXEC コマンドのいずれかを使用します。

• copy tftp:[[[//location]/directory]/filename] system:running-config

• copy tftp:[[[//location]/directory]/filename] nvram:startup-config

このコンフィギュレーション ファイルを実行するとダウンロードが実行され、ファイルが行単位で
解析されてコマンドが実行されます。

次に、IP アドレス 172.16.2.155 上にあるファイル tokyo-confgからソフトウェアを設定する例を示し
ます。

Switch# copy tftp://172.16.2.155/tokyo-confg system:running-config
Configure using tokyo-confg from 172.16.2.155? [confirm] y
Booting tokyo-confg from 172.16.2.155:!!! [OK - 874/16000 bytes]

TFTP によるコンフィギュレーション ファイルのアップロード

スイッチから TFTP サーバにコンフィギュレーション ファイルをアップロードして格納するには、
次の手順に従います。

ステップ 1 「TFTP によるコンフィギュレーション ファイルのダウンロードまたはアップロードの準備」
（p.B-11）を参照し、TFTP サーバが適切に設定されていることを確認します。
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ステップ 2 コンソール ポートまたは Telnet セッションを通して、スイッチにログインします。

ステップ 3 スイッチのコンフィギュレーションを TFTP サーバにアップロードします。TFTP サーバの IP アド
レスまたはホスト名、および宛先ファイル名を指定します。

次に示すイネーブル EXEC コマンドのいずれかを使用します。

• copy system:running-config tftp:[[[//location]/directory]/filename]

• copy nvram:startup-config tftp:[[[//location]/directory]/filename]

ファイルが TFTP サーバにアップロードされます。

次に、スイッチから TFTP サーバにコンフィギュレーション ファイルをアップロードする例を示し
ます。

Switch# copy system:running-config tftp://172.16.2.155/tokyo-confg
Write file tokyo-confg on host 172.16.2.155? [confirm] y
#
Writing tokyo-confg!!! [OK]

FTP によるコンフィギュレーション ファイルのコピー
FTP サーバから、または FTP サーバに、コンフィギュレーション ファイルをコピーできます。

FTP プロトコルでは、FTP 要求ごとにリモート ユーザ名およびパスワードをクライアントからサー
バに送信する必要があります。FTP を使用してコンフィギュレーション ファイルをスイッチから
サーバにコピーすると、Cisco IOS ソフトウェアは次のリスト内の最初の有効なユーザ名を送信し
ます。

• copyコマンドで指定されたユーザ名（ユーザ名が指定されている場合）

• ip ftp username username グローバル コンフィギュレーション コマンドで設定されたユーザ名
（このコマンドが設定されている場合）

• anonymous

スイッチは、次のリスト内の最初の有効なパスワードを送信します。

• copyコマンドで指定されたパスワード（パスワードが指定されている場合）

• ip ftp password passwordグローバル コンフィギュレーション コマンドで設定されたパスワード
（このコマンドが設定されている場合）

• スイッチは、username@switchname.domainという名前のパスワードを生成します。変数 username
は現在のセッションに関連付けられているユーザ名、switchname は設定されているホスト名、
domainはスイッチのドメインです。

ユーザ名およびパスワードは、FTP サーバのアカウントに関連付けられている必要があります。
サーバに書き込む場合は、ユーザからの FTP 書き込み要求が許可されるように FTP サーバを適切
に設定する必要があります。

すべてのコピー操作に使用するユーザ名およびパスワードを指定する場合は、ip ftp usernameおよ
び ip ftp passwordコマンドを使用します。特定のコピー操作にのみ使用するユーザ名を指定する場
合は、copyコマンド内でユーザ名を指定します。

サーバがディレクトリ構造の場合、コンフィギュレーション ファイルはユーザ名に関連付けられた
サーバ上のディレクトリに書き込まれるか、コピーされます。たとえば、コンフィギュレーション

ファイルがサーバ上のユーザのホーム ディレクトリに置かれている場合は、ユーザの名前をリモー
ト ユーザ名として指定します。
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詳細については、FTP サーバのマニュアルを参照してください。

ここでは、次の設定について説明します。

• FTP によるコンフィギュレーション ファイルのダウンロードまたはアップロードの準備
（p.B-14）

• FTP によるコンフィギュレーション ファイルのダウンロード（p.B-14）

• FTP によるコンフィギュレーション ファイルのアップロード（p.B-15）

FTP によるコンフィギュレーション ファイルのダウンロードまたはアップロードの準備

FTP を使用してコンフィギュレーション ファイルのダウンロードやアップロードを開始する前に、
次の作業を実行します。

• スイッチに FTP サーバへのルートが格納されていることを確認します。ルータでサブネット間
トラフィックのルーティングを実行しない場合は、スイッチおよび FTP サーバを同じサブネッ
ト内に配置する必要があります。pingコマンドを使用し、FTP サーバへの接続をチェックしま
す。

• コンソールまたは Telnet セッションを通してスイッチにアクセスしている場合、または有効な
ユーザ名がない場合は、現在の FTP ユーザ名が FTP ダウンロードに使用されていることを確認
します。show usersイネーブル EXEC コマンドを使用し、有効なユーザ名を表示できます。こ
のユーザ名を使用しない場合は、すべてのコピー処理中に ip ftp username usernameグローバル
コンフィギュレーション コマンドを使用し、新しい FTP ユーザ名を作成します。新しいユー
ザ名は NVRAM に格納されます。Telnet セッションを通してスイッチにアクセスしていて、有
効なユーザ名がある場合は、このユーザ名が使用されるため、FTP ユーザ名を設定する必要は
ありません。特定のコピー操作にのみ使用するユーザ名を指定する場合は、copyコマンド内で
ユーザ名を指定します。

• コンフィギュレーション ファイルを FTP サーバにアップロードする場合は、スイッチ上のユー
ザからの書き込み要求が許可されるように、適切に設定する必要があります。

詳細については、FTP サーバのマニュアルを参照してください。

FTP によるコンフィギュレーション ファイルのダウンロード

FTP を使用してコンフィギュレーション ファイルをダウンロードするには、イネーブル EXEC モー
ドで次の手順を実行します。

コマンド 説明

ステップ 1 「FTP によるコンフィギュレーション ファイルのダウンロー
ドまたはアップロードの準備」（p.B-14）を参照し、FTP サー
バが適切に設定されていることを確認します。

ステップ 2 コンソール ポートまたは Telnet セッションを通して、スイッ
チにログインします。

ステップ 3 configure terminal スイッチで、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。

このステップが必要になるのは、デフォルトのリモート ユー
ザ名またはパスワードを無効にする場合のみです（ステップ

4、5、6 を参照）。

ステップ 4 ip ftp username username （任意）デフォルトのリモート ユーザ名を変更します。

ステップ 5 ip ftp password password （任意）デフォルトのパスワードを変更します。
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次に、host1-confgという名前のコンフィギュレーション ファイルを、IP アドレスが 172.16.101.101
であるリモート サーバ上の netadmin1ディレクトリからコピーし、スイッチでこれらのコマンドを
ロードおよび実行する例を示します。

Switch# copy ftp://netadmin1:mypass@172.16.101.101/host1-confg system:running-config 
Configure using host1-confg from 172.16.101.101? [confirm]
Connected to 172.16.101.101
Loading 1112 byte file host1-confg:![OK]
Switch#
%SYS-5-CONFIG: Configured from host1-config by ftp from 172.16.101.101

次に、netadmin1 というリモート ユーザ名を指定する例を示します。IP アドレスが 172.16.101.101
であるリモート サーバ上の netadmin1 ディレクトリから、コンフィギュレーション ファイル
host2-confgがスイッチのスタートアップ コンフィギュレーションにコピーされます。

Switch# configure terminal
Switch(config)# ip ftp username netadmin1
Switch(config)# ip ftp password mypass
Switch(config)# end
Switch# copy ftp: nvram:startup-config 
Address of remote host [255.255.255.255]? 172.16.101.101
Name of configuration file[rtr2-confg]? host2-confg
Configure using host2-confg from 172.16.101.101?[confirm]
Connected to 172.16.101.101
Loading 1112 byte file host2-confg:![OK]
[OK]
Switch#
%SYS-5-CONFIG_NV:Non-volatile store configured from host2-config by ftp from 
172.16.101.101

FTP によるコンフィギュレーション ファイルのアップロード

FTP を使用してコンフィギュレーション ファイルをアップロードするには、イネーブル EXEC モー
ドで次の手順を実行します。

ステップ 6 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 7 copy ftp:[[[//[username[:password]@]location]
/directory]/filename] system:running-config 

または

copy ftp:[[[//[username[:password]@]location]
/directory]/filename] nvram:startup-config

FTP を使用し、コンフィギュレーション ファイルをネット
ワーク サーバから実行コンフィギュレーション ファイルま
たはスタートアップ コンフィギュレーション ファイルにコ
ピーします。

コマンド 説明

コマンド 説明

ステップ 1 「FTP によるコンフィギュレーション ファイルのダウン
ロードまたはアップロードの準備」（p.B-14）を参照し、FTP
サーバが適切に設定されていることを確認します。

ステップ 2 コンソール ポートまたは Telnet セッションを通して、ス
イッチにログインします。

ステップ 3 configure terminal 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。

このステップが必要になるのは、デフォルトのリモート

ユーザ名またはパスワードを無効にする場合のみです（ス

テップ 4、5、6 を参照）。

ステップ 4 ip ftp username username （任意）デフォルトのリモート ユーザ名を変更します。
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次に、実行コンフィギュレーション ファイル switch2-confgを、IP アドレスが 172.16.101.101 である
リモート ホスト上の netadmin1ディレクトリにコピーする例を示します。

Switch# copy system:running-config ftp://netadmin1:mypass@172.16.101.101/switch2-confg
Write file switch2-confg on host 172.16.101.101?[confirm]
Building configuration...[OK]
Connected to 172.16.101.101
Switch#

次に、FTP を使用してスタートアップ コンフィギュレーション ファイルをコピーし、サーバに格
納する例を示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# ip ftp username netadmin2
Switch(config)# ip ftp password mypass
Switch(config)# end
Switch# copy nvram:startup-config ftp:
Remote host[]? 172.16.101.101
Name of configuration file to write [switch2-confg]?
Write file switch2-confg on host 172.16.101.101?[confirm]
![OK]

RCP によるコンフィギュレーション ファイルのコピー
リモート ホストとスイッチ間でコンフィギュレーション ファイルをダウンロード、アップロード、
およびコピーするためのもう 1 つの方法は、RCP を使用することです。コネクションレス プロト
コルである UDP を使用する TFTP と異なり、RCP ではコネクション型の TCP が使用されます。

ファイルをコピーするために RCP を使用する場合は、ファイルのコピー元またはコピー先のサー
バで RCP がサポートされている必要があります。RCP の copy コマンドは、リモート システム上の
rsh サーバ（またはデーモン）を利用します。RCP を使用してファイルをコピーするには、TFTP の
場合のようにファイル配信用サーバを作成する必要がありません。ユーザはリモート シェル（rsh）
をサポートするサーバにアクセスするだけです（ほとんどの UNIX システムでは rsh がサポートさ
れています）。ファイルは特定の場所から別の場所へコピーされるため、送信元ファイルの読み取

り権限および宛先ファイルへの書き込み権限が必要です。宛先ファイルが存在しない場合は、RCP
によって作成されます。

RCP では、RCP 要求ごとにリモート ユーザ名をサーバに送信する必要があります。コンフィギュ
レーション ファイルをスイッチからサーバにコピーすると、Cisco IOS ソフトウェアは次のリスト
内の最初の有効なユーザ名を送信します。

• copyコマンドで指定されたユーザ名（ユーザ名が指定されている場合）

• ip rcmd remote-username usernameグローバル コンフィギュレーション コマンドで設定された
ユーザ名（このコマンドが設定されている場合）

ステップ 5 ip ftp password password （任意）デフォルトのパスワードを変更します。

ステップ 6 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 7 copy system:running-config ftp:[[[//[username
[:password]@]location]/directory]/filename]

または

copy nvram:startup-config ftp:[[[//[username
[:password]@]location]/directory]/filename]

FTP を使用し、スイッチの実行コンフィギュレーション
ファイルまたはスタートアップ コンフィギュレーション
ファイルを指定場所に格納します。

コマンド 説明



B-17
Catalyst 3750 スイッチ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

78-16180-06-J

付録 B      Cisco IOS ファイル システム、コンフィギュレーション ファイル、およびソフトウェア イメージの操作
コンフィギュレーション ファイルの操作

• 現在の TTY（端末）プロセスに関連付けられたリモート ユーザ名。たとえば、ユーザが Telnet
を通してルータに接続され、username コマンドを通して認証された場合は、リモート ユーザ
名として Telnet ユーザ名がスイッチ ソフトウェアによって送信されます。

• スイッチのホスト名

RCP コピー要求を成功させるには、ネットワーク サーバにリモート ユーザ名用のアカウントを定
義する必要があります。サーバがディレクトリ構造の場合、コンフィギュレーション ファイルはリ
モート ユーザ名に関連付けられたサーバ上のディレクトリに書き込まれるか、コピーされます。た
とえば、コンフィギュレーション ファイルがサーバ上のユーザのホーム ディレクトリ内に置かれ
ている場合は、ユーザの名前をリモート ユーザ名として指定します。

ここでは、次の設定について説明します。

• RCP によるコンフィギュレーション ファイルのダウンロードまたはアップロードの準備
（p.B-17）

• RCP によるコンフィギュレーション ファイルのダウンロード（p.B-18）

• RCP によるコンフィギュレーション ファイルのアップロード（p.B-19）

RCP によるコンフィギュレーション ファイルのダウンロードまたはアップロードの準備

RCP を使用してコンフィギュレーション ファイルのダウンロードやアップロードを開始する前に、
次の作業を実行します。

• RCP サーバとして機能するワークステーションで、リモート シェル（rsh）がサポートされて
いることを確認します。

• スイッチに RCP サーバへのルートが格納されていることを確認します。ルータでサブネット間
トラフィックのルーティングを実行しない場合は、スイッチおよびサーバを同じサブネット内

に配置する必要があります。pingコマンドを使用し、RCP サーバへの接続をチェックします。

• コンソールまたは Telnet セッションを通してスイッチにアクセスしている場合、または有効な
ユーザ名がない場合は、RCP ダウンロードに使用するユーザ名が現在の RCP ユーザ名である
ことを確認します。show usersイネーブル EXEC コマンドを使用し、有効なユーザ名を表示で
きます。このユーザ名を使用しない場合は、すべてのコピー処理中に ip rcmd remote-username
usernameグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用し、新しい RCP ユーザ名を作成
します。新しいユーザ名は NVRAM に格納されます。Telnet セッションを通してスイッチにア
クセスしていて、有効なユーザ名がある場合は、このユーザ名が使用されるため、RCP ユーザ
名を設定する必要はありません。特定のコピー操作にのみ使用するユーザ名を指定する場合

は、copyコマンド内でユーザ名を指定します。

• ファイルを RCP サーバにアップロードする場合は、スイッチ上のユーザからの RCP 書き込み
要求が許可されるように、適切に設定する必要があります。UNIX システムの場合は、RCP サー
バ上のリモート ユーザの .rhosts ファイルにエントリを追加する必要があります。たとえば、ス
イッチに次のコンフィギュレーション行が含まれていると仮定します。

hostname Switch1
ip rcmd remote-username User0

このスイッチの IP アドレスを Switch1.company.com に変換する場合は、RCP サーバ上の User0
用の .rhosts ファイルに次の行が含まれている必要があります。
Switch1.company.com Switch1

詳細については、RCP サーバのマニュアルを参照してください。
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RCP によるコンフィギュレーション ファイルのダウンロード

RCP を使用してコンフィギュレーション ファイルをダウンロードするには、イネーブル EXEC モー
ドで次の手順を実行します。

次に、host1-confgという名前のコンフィギュレーション ファイルを、IP アドレスが 172.16.101.101
であるリモート サーバ上の netadmin1ディレクトリからコピーし、スイッチ上でロードおよび実行
する例を示します。

Switch# copy rcp://netadmin1@172.16.101.101/host1-confg system:running-config 
Configure using host1-confg from 172.16.101.101? [confirm]
Connected to 172.16.101.101
Loading 1112 byte file host1-confg:![OK]
Switch#
%SYS-5-CONFIG: Configured from host1-config by rcp from 172.16.101.101

次に、netadmin1 というリモート ユーザ名を指定する例を示します。IP アドレスが 172.16.101.101
であるリモート サーバ上の netadmin1 ディレクトリから、コンフィギュレーション ファイル
host2-confgがスイッチのスタートアップ コンフィギュレーションにコピーされます。

Switch# configure terminal
Switch(config)# ip rcmd remote-username netadmin1
Switch(config)# end
Switch# copy rcp: nvram:startup-config 
Address of remote host [255.255.255.255]? 172.16.101.101
Name of configuration file[rtr2-confg]? host2-confg
Configure using host2-confg from 172.16.101.101?[confirm]
Connected to 172.16.101.101
Loading 1112 byte file host2-confg:![OK]
[OK]
Switch#
%SYS-5-CONFIG_NV:Non-volatile store configured from host2-config by rcp from 
172.16.101.101

コマンド 説明

ステップ 1 「RCP によるコンフィギュレーション ファイルのダウン
ロードまたはアップロードの準備」（p.B-17）を参照し、RCP
サーバが適切に設定されていることを確認します。

ステップ 2 コンソール ポートまたは Telnet セッションを通して、ス
イッチにログインします。

ステップ 3 configure terminal 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。

このステップが必要になるのは、デフォルトのリモート

ユーザ名を無効にする場合のみです（ステップ 4 および 5 を
参照）。

ステップ 4 ip rcmd remote-username username （任意）リモート ユーザ名を指定します。

ステップ 5 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 copy rcp:[[[//[username@]location]/directory]
/filename] system:running-config 

または

copy rcp:[[[//[username@]location]/directory]
/filename] nvram:startup-config

RCP を使用し、コンフィギュレーション ファイルをネット
ワーク サーバから実行コンフィギュレーション ファイルま
たはスタートアップ コンフィギュレーション ファイルにコ
ピーします。
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RCP によるコンフィギュレーション ファイルのアップロード

RCP を使用してコンフィギュレーション ファイルをアップロードするには、イネーブル EXEC モー
ドで次の手順を実行します。

次に、実行コンフィギュレーション ファイル switch2-confgを、IP アドレスが 172.16.101.101 である
リモート ホスト上の netadmin1ディレクトリにコピーする例を示します。

Switch# copy system:running-config rcp://netadmin1@172.16.101.101/switch2-confg
Write file switch-confg on host 172.16.101.101?[confirm]
Building configuration...[OK]
Connected to 172.16.101.101
Switch#

次に、スタートアップ コンフィギュレーション ファイルをサーバに格納する例を示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# ip rcmd remote-username netadmin2
Switch(config)# end
Switch# copy nvram:startup-config rcp:
Remote host[]? 172.16.101.101
Name of configuration file to write [switch2-confg]?
Write file switch2-confg on host 172.16.101.101?[confirm]
![OK]

コマンド 説明

ステップ 1 「RCP によるコンフィギュレーション ファイルのダウン
ロードまたはアップロードの準備」（p.B-17）を参照し、
RCP サーバが適切に設定されていることを確認します。

ステップ 2 コンソール ポートまたは Telnet セッションを通して、ス
イッチにログインします。

ステップ 3 configure terminal 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。

このステップが必要になるのは、デフォルトのリモート

ユーザ名を無効にする場合のみです（ステップ 4 および 5
を参照）。

ステップ 4 ip rcmd remote-username username （任意）リモート ユーザ名を指定します。

ステップ 5 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 copy system:running-config rcp:[[[//[username@]
location]/directory]/filename]

または

copy nvram:startup-config rcp:[[[//[username@]
location]/directory]/filename]

RCP を使用し、コンフィギュレーション ファイルをス
イッチの実行コンフィギュレーション ファイルまたはス
タートアップ コンフィギュレーション ファイルからネッ
トワーク サーバにコピーします。
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設定情報のクリア

スタートアップ コンフィギュレーションから設定情報をクリアできます。スタートアップ コン
フィギュレーションを使用せずにスイッチを再起動すると、スイッチはセットアップ プログラム状
態になり、新しい設定でスイッチを再設定できます。

スタートアップ コンフィギュレーション ファイルのクリア

スタートアップ コンフィギュレーションをクリアするには、erase nvram:またはerase startup-config
イネーブル EXEC コマンドを使用します。

注意 削除されたスタートアップ コンフィギュレーション ファイルを復元することはできません。

格納されたコンフィギュレーション ファイルの削除

保存された設定をフラッシュ メモリから削除するには、delete flash:filenameイネーブル EXEC コマ
ンドを使用します。file promptグローバル コンフィギュレーション コマンドの設定に応じて、ファ
イルを削除する前に確認を求めるプロンプトが表示されます。デフォルトでは、有害なファイル操

作を行った場合に、確認を求めるプロンプトが表示されます。file promptコマンドの詳細について
は、『Cisco IOS Command Reference』 Release 12.2 を参照してください。

注意 削除されたファイルを復元することはできません。
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ソフトウェア イメージの操作
ここでは、システム ソフトウェア、Cisco IOS コード、および組み込み型デバイス マネージャ ソフ
トウェアを含むソフトウェア イメージ ファイルをアーカイブ（ダウンロードおよびアップロード）
する方法を示します。

（注） ソフトウェア イメージ ファイルをダウンロードおよびアップロードするには、copy イネーブル
EXEC コマンドや archive tarイネーブル EXEC コマンドでなく、archive download-swおよび archive
upload-swイネーブル EXEC コマンドを使用することを推奨します。スイッチ スタックの場合、
archive download-swおよび archive upload-swイネーブル EXEC コマンドは必ずスタック マスター
を通して使用してください。スタック マスターにダウンロードされたソフトウェア イメージは、
残りのスタック メンバーに自動的にダウンロードされます。

互換性のないソフトウェア イメージが格納されたスイッチをアップグレードする場合は、archive
copy-swイネーブル EXEC コマンドを使用して、既存のスタック メンバーから互換性のないスイッ
チにソフトウェア イメージをコピーします。このスイッチは自動的に再起動され、完全な機能を
備えたメンバーとしてスタックに参加します。

スイッチ ソフトウェアをアップグレードするには、TFTP、FTP、または RCP サーバからスイッチ
イメージ ファイルをダウンロードできます。TFTP サーバにアクセスできない場合は、Web ブラウ
ザ（HTTP）を使用し、次にデバイス マネージャまたは Network Assistant を使用して直接 PC また
はワークステーションにソフトウェア イメージをダウンロードして、スイッチをアップグレードで
きます。TFTP サーバまたは Web ブラウザ（HTTP）を使用してスイッチをアップグレードする方
法に関しては、リリース ノートを参照してください。

現在のイメージを新しいイメージに置き換えたり、ダウンロード後に現在のイメージをフラッシュ

メモリに保管できます。

バックアップのため、スイッチ イメージ ファイルを TFTP、FTP、または RCP サーバにアップロー
ドします。アップロードされたこのイメージは、今後同じスイッチや同じタイプの別のスイッチに

ダウンロードする場合に使用できます。

使用するプロトコルは、使用中のサーバのタイプによって異なります。FTP および RCP トランス
ポート メカニズムを使用すると、TFTP よりもパフォーマンスが高速化され、データがより確実に
配信されます。これらの機能を実現するため、FTP および RCP はコネクション型の TCP/IP スタッ
クに基づいて構築され、このスタックが使用されています。

ここでは、次の設定について説明します。

• スイッチ上のイメージの場所（p.B-22）

• サーバまたは Cisco.com 上のイメージの tar ファイル形式（p.B-22）

• TFTP によるイメージ ファイルのコピー（p.B-23）

• FTP によるイメージ ファイルのコピー（p.B-26）

• RCP によるイメージ ファイルのコピー（p.B-31）

• スタック メンバー間のイメージ ファイルのコピー（p.B-36）

（注） ソフトウェア イメージ、およびサポートされているアップグレード パスのリストについては、リ
リース ノートを参照してください。
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スイッチ上のイメージの場所

Cisco IOS イメージは、バージョン番号を表すディレクトリ内の .binファイルとして格納されます。
サブディレクトリには、Web 管理用のファイルが格納されます。イメージはシステム ボードのフ
ラッシュ メモリ（flash:）に格納されます。

show versionイネーブル EXEC コマンドを使用すると、スイッチで現在動作しているソフトウェア
バージョンを参照できます。画面上で、System image file is...で始まる行を調べます。. この行
は、イメージが格納されているフラッシュ メモリ内のディレクトリ名を示します。

dir filesystem: イネーブル EXEC コマンドを使用し、フラッシュ メモリに格納されている他のソフ
トウェア イメージのディレクトリ名を調べることもできます。

サーバまたは Cisco.com 上のイメージの tar ファイル形式
サーバ上にあるソフトウェア イメージまたは Cisco.com からダウンロードされたソフトウェア イ
メージは、次のファイルを含む tar ファイル形式で提供されます。

• tar ファイルの内容を表形式で示す infoファイル

• Cisco IOS イメージや Web 管理用ファイルなど、他のイメージおよびファイルが格納された 1
つまたは複数のサブディレクトリ

次に、info ファイルに格納された情報の一部を示します。表 B-3に、この情報の詳細を示します。

system_type:0x00000000:c3750-ipservices-mz.122.25-SEB
    image_family:C3750
    stacking_number:1.9
    info_end:
version_suffix:ipservices-122-25.SEB
    version_directory:c3750-ipservices-mz.122-25.SEB
    image_system_type_id:0x00000000
    image_name:c3750-ipservices-mz.122.25-SEB.bin
    ios_image_file_size:6398464
    total_image_file_size:8133632
    image_feature:IP|LAYER_3|PLUS|MIN_DRAM_MEG=128
    image_family:C3750
    stacking_number:1.9
    board_ids:0x401100c4 0x00000000 0x00000001 0x00000003 0x00000002 0x00008000 
0x00008002 0x40110000
    info_end:

表 B-3 info ファイルの説明

フィールド 説明

version_suffix Cisco IOS イメージ バージョン ストリングのサフィックスを指定します。

version_directory Cisco IOS イメージおよび HTML サブディレクトリがインストールされるディレクトリを
指定します。

image_name tar ファイル内の Cisco IOS イメージの名前を指定します。

ios_image_file_size tar ファイル内の Cisco IOS イメージのサイズを指定します。このサイズは、Cisco IOS イ
メージのみを保持するために必要なフラッシュ メモリの概略値です。

total_image_file_size tar ファイル内のすべてのイメージ（Cisco IOS イメージおよび Web 管理ファイル）のサイ
ズを指定します。このサイズは、これらのファイルを保持するために必要なフラッシュ メ
モリの概略値です。

image_feature イメージの主な機能に関する説明です。

image_min_dram このイメージを実行するために必要な DRAM の最小サイズを指定します。

image_family ソフトウェアをインストールできる製品ファミリーに関する説明です。
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TFTP によるイメージ ファイルのコピー
TFTP サーバからスイッチ イメージをダウンロードしたり、スイッチから TFTP サーバにスイッチ
イメージをアップロードできます。

スイッチ ソフトウェアをアップグレードするには、サーバからスイッチ イメージ ファイルをダウ
ンロードします。現在のイメージに新しいイメージを上書きしたり、ダウンロード後に現在のファ

イルを格納できます。

バックアップのため、スイッチ イメージ ファイルをサーバにアップロードできます。アップロー
ドされたこのイメージは、今後同じスイッチや同じタイプの別のスイッチにダウンロードする場合

に使用できます。

（注） ソフトウェア イメージ ファイルをダウンロードおよびアップロードするには、copy イネーブル
EXEC コマンドや archive tarイネーブル EXEC コマンドでなく、archive download-swおよび archive
upload-sw イネーブル EXEC コマンドを使用することを推奨します。スイッチ スタックの場合、
archive download-swおよび archive upload-swイネーブル EXEC コマンドは必ずスタック マスター
を通して使用してください。スタック マスターにダウンロードされたソフトウェア イメージは、
残りのスタック メンバーに自動的にダウンロードされます。

互換性のないソフトウェア イメージが格納されたスイッチをアップグレードする場合は、archive
copy-swイネーブル EXEC コマンドを使用して、既存のスタック メンバーから互換性のないスイッ
チにソフトウェア イメージをコピーします。このスイッチは自動的に再起動され、完全な機能を
備えたメンバーとしてスタックに参加します。

ここでは、次の設定について説明します。

• TFTP によるイメージ ファイルのダウンロードまたはアップロードの準備（p.B-23）

• TFTP によるイメージ ファイルのダウンロード（p.B-24）

• TFTP によるイメージ ファイルのアップロード（p.B-26）

TFTP によるイメージ ファイルのダウンロードまたはアップロードの準備

TFTP を使用してイメージ ファイルのダウンロードやアップロードを開始する前に、次の作業を実
行します。

• TFTP サーバとして機能するワークステーションが、適切に設定されていることを確認します。
Sun ワークステーションで、/etc/inetd.conf ファイル内に次の行が含まれていることを確認しま
す。

tftp dgram udp wait root /usr/etc/in.tftpd in.tftpd -p -s/tftpboot

/etc/services ファイルに次の行が含まれていることを確認します。
tftp 69/udp

（注） /etc/inetd.conf and/etc/services ファイルを変更したあとに、inetd デーモンを再起動する必
要があります。このデーモンを再起動するには、inetd プロセスを終了して再起動する
か、または fastboot コマンド（SunOS 4.x の場合）や reboot コマンド （Solaris 2.x また
は SunOS 5.x の場合）を入力します。TFTP デーモンの詳細については、ワークステー
ションのマニュアルを参照してください。



B-24
Catalyst 3750 スイッチ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

78-16180-06-J

付録 B      Cisco IOS ファイル システム、コンフィギュレーション ファイル、およびソフトウェア イメージの操作
ソフトウェア イメージの操作

• スイッチに TFTP サーバへのルートが格納されていることを確認します。ルータでサブネット
間トラフィックのルーティングを実行しない場合は、スイッチおよび TFTP サーバを同じサブ
ネット内に配置する必要があります。ping コマンドを使用し、TFTP サーバへの接続をチェッ
クします。

• ダウンロードするイメージ ファイルが、TFTP サーバ上の正しいディレクトリ内にあることを
確認します（UNIX ワークステーションの場合は通常 /tftpboot）。

• ダウンロードを行う場合は、ファイルに関する権限が正しく設定されていることを確認しま

す。ファイルの権限は world-read でなければなりません。

• イメージ ファイルをアップロードする前に、TFTP サーバに空のファイルを作成する必要があ
ります。空のファイルを作成するには、touch filenameコマンドを入力します。ここでの filename
は、イメージをサーバにアップロードするときに使用するファイルの名前です。

• アップロード処理中にサーバの既存ファイル（空のファイルを作成する必要がある場合は空の

ファイルを含む）を上書きする場合は、そのファイルに関する権限が正しく設定されているこ

とを確認します。ファイルの権限は world-read でなければなりません。

TFTP によるイメージ ファイルのダウンロード

新しいイメージ ファイルをダウンロードし、現在のイメージを置き換えたり、保管できます。

TFTP サーバから新しいイメージをダウンロードして、既存のイメージを上書きするには、イネー
ブル EXEC モードで次の手順を実行します。現在のイメージを保管するには、ステップ 3 に進んで
ください。

コマンド 説明

ステップ 1 イメージをワークステーション上の適切な TFTP ディレクトリ
にコピーします。TFTP サーバが適切に設定されていることを確
認します（「TFTP によるイメージ ファイルのダウンロードまた
はアップロードの準備」[p.B-23] を参照）。

ステップ 2 コンソール ポートまたは Telnet セッションを通して、スイッチ
にログインします。

ステップ 3 archive download-sw/overwrite/reload 
tftp:[[//location]/directory]/image-name.tar

TFTP サーバからスイッチにイメージ ファイルをダウンロード
し、現在のイメージに上書きします。

• /overwriteオプションを指定すると、フラッシュ メモリ内の
ソフトウェア イメージがダウンロードされたイメージに
よって上書きされます。

• /reload オプションを指定すると、設定が変更されて保存さ
れなかった場合を除き、イメージのダウンロード後にシステ

ムがリロードされます。

• //locationを指定する場合は、TFTP サーバの IP アドレスを指
定します。

• /directory/image-name.tarには、ディレクトリ（任意）および
ダウンロードするイメージを指定します。ディレクトリおよ

びイメージ名は大文字と小文字で区別されます。
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ダウンロード アルゴリズムによって、イメージがスイッチ モデルに対して適切かどうか、および
DRAM サイズは十分かどうかが検証されます。問題がある場合、プロセスは中断し、エラーが報告
されます。/overwrite オプションを指定した場合、ダウンロード アルゴリズムによって、フラッ
シュ デバイス上の既存のイメージが新しいイメージと同じであるかどうかに関係なく削除され、新
しいイメージがダウンロードされてソフトウェアがリロードされます。

（注） フラッシュ デバイスに 2 つのイメージを保持する十分なスペースがあり、これらのイメージのい
ずれかを同じバージョンで上書きする場合は、/overwriteオプションを指定する必要があります。

/leave-old-sw を指定すると、既存のファイルは削除されません。新しいイメージをインストールす
る十分なスペースがない場合に、現在のイメージを保管しようとすると、ダウンロード プロセスが
停止してエラー メッセージが表示されます。

ダウンロードされたイメージは、システム ボードのフラッシュ デバイス（flash:）にインストール
されます。このイメージはソフトウェア バージョン ストリングの名前が付いた新しいディレクト
リに格納されます。また、新規にインストールされたイメージを示すように、BOOT 環境変数が更
新されます。

ダウンロード プロセス中に古いイメージを保管した場合は（/leave-old-swキーワードを指定した場
合は）、delete /force/recursive filesystem:/file-urlイネーブル EXEC コマンドを入力し、そのイメージ
を削除できます。filesystem で、システム ボードのフラッシュ デバイスを指定する場合は flash: を
使用します。file-urlには、古いイメージのディレクトリ名を入力します。ディレクトリ内のすべて
のファイルおよびディレクトリが削除されます。

注意 ダウンロードおよびアップロード アルゴリズムを適切に動作させるため、イメージの名前は変更
しないでください。

ステップ 4 archive download-sw/leave-old-sw/reload 
tftp:[[//location]/directory]/image-name.tar

TFTP サーバからスイッチにイメージ ファイルをダウンロード
し、現在のイメージを保管します。

• /leave-old-swオプションを指定すると、ダウンロード後に古
いソフトウェア バージョンが保管されます。

• /reload オプションを指定すると、設定が変更されて保存さ
れなかった場合を除き、イメージのダウンロード後にシステ

ムがリロードされます。

• //locationを指定する場合は、TFTP サーバの IP アドレスを指
定します。

• /directory/image-name.tarには、ディレクトリ（任意）および
ダウンロードするイメージを指定します。ディレクトリおよ

びイメージ名は大文字と小文字で区別されます。

コマンド 説明
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TFTP によるイメージ ファイルのアップロード

スイッチから TFTP サーバにイメージをアップロードできます。あとでこのイメージをこのスイッ
チや同じタイプの別のスイッチにダウンロードできます。

組み込み型デバイス マネージャに関連付けられた Web 管理ページが、既存のイメージに導入され
ている場合に限り、アップロード機能を使用します。

イメージを TFTP サーバにアップロードするには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行しま
す。

archive upload-swイネーブル EXEC コマンドを実行すると、ファイルが info、Cisco IOS イメージ、
Web 管理ファイルの順にアップロードされ、サーバにイメージ ファイルが構築されます。これら
のファイルがアップロードされたあとに、アップロード アルゴリズムによって tar ファイル形式が
作成されます。

注意 ダウンロードおよびアップロード アルゴリズムを適切に動作させるため、イメージの名前は変更
しないでください。

FTP によるイメージ ファイルのコピー
FTP サーバからスイッチ イメージをダウンロードしたり、スイッチから FTP サーバにスイッチ イ
メージをアップロードできます。

スイッチ ソフトウェアをアップグレードするには、サーバからスイッチ イメージ ファイルをダウ
ンロードします。現在のイメージに新しいイメージを上書きしたり、ダウンロード後に現在のファ

イルを格納できます。

バックアップのため、スイッチ イメージ ファイルをサーバにアップロードします。アップロード
されたこのイメージは、今後同じスイッチや同じタイプの別のスイッチにダウンロードする場合に

使用できます。

コマンド 説明

ステップ 1 TFTP サーバが適切に設定されていることを確認します（「TFTP に
よるイメージ ファイルのダウンロードまたはアップロードの準備」
[p.B-23] を参照）。

ステップ 2 コンソール ポートまたは Telnet セッションを通して、スイッチにロ
グインします。

ステップ 3 archive upload-sw tftp:[[//location]
/directory]/image-name.tar

現在動作中のスイッチ イメージを TFTP サーバにアップロードしま
す。

• //locationを指定する場合は、TFTP サーバの IP アドレスを指定
します。

• /directory/image-name.tarには、ディレクトリ（任意）およびアッ
プロードするソフトウェア イメージの名前を指定します。ディ
レクトリおよびイメージ名は大文字と小文字で区別されます。

image-name.tar は、サーバに格納されるソフトウェア イメージ
の名前です。
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（注） ソフトウェア イメージ ファイルをダウンロードおよびアップロードするには、copy イネーブル
EXEC コマンドや archive tarイネーブル EXEC コマンドでなく、archive download-swおよび archive
upload-swイネーブル EXEC コマンドを使用することを推奨します。スイッチ スタックの場合、
archive download-swおよび archive upload-swイネーブル EXEC コマンドは必ずスタック マスター
を通して使用してください。スタック マスターにダウンロードされたソフトウェア イメージは、
残りのスタック メンバーに自動的にダウンロードされます。

互換性のないソフトウェア イメージが格納されたスイッチをアップグレードする場合は、archive
copy-swイネーブル EXEC コマンドを使用して、既存のスタック メンバーから互換性のないスイッ
チにソフトウェア イメージをコピーします。このスイッチは自動的に再起動され、完全な機能を
備えたメンバーとしてスタックに参加します。

ここでは、次の設定について説明します。

• FTP によるイメージ ファイルのダウンロードまたはアップロードの準備（p.B-27）

• FTP によるイメージ ファイルのダウンロード（p.B-28）

• FTP によるイメージ ファイルのアップロード（p.B-30）

FTP によるイメージ ファイルのダウンロードまたはアップロードの準備

FTP サーバから、または FTP サーバに、イメージ ファイルをコピーできます。

FTP プロトコルでは、FTP 要求ごとにリモート ユーザ名およびパスワードをクライアントからサー
バに送信する必要があります。FTP を使用してスイッチからサーバにイメージ ファイルをコピーす
ると、Cisco IOS ソフトウェアは次のリスト内の最初の有効なユーザ名を送信します。

• archive download-swまたはarchive upload-swイネーブル EXEC コマンドで指定されているユー
ザ名（ユーザ名が指定されている場合）

• ip ftp username username グローバル コンフィギュレーション コマンドで設定されたユーザ名
（このコマンドが設定されている場合）

• anonymous

スイッチは、次のリスト内の最初の有効なパスワードを送信します。

• archive download-swまたはarchive upload-swイネーブル EXEC コマンドで指定されたパスワー
ド（パスワードが指定されている場合）

• ip ftp password passwordグローバル コンフィギュレーション コマンドで設定されたパスワード
（このコマンドが設定されている場合）

• スイッチは、username@switchname.domainという名前のパスワードを生成します。変数 username
は現在のセッションに関連付けられているユーザ名、switchname は設定されているホスト名、
domainはスイッチのドメインです。

ユーザ名およびパスワードは、FTP サーバのアカウントに関連付けられている必要があります。
サーバに書き込む場合は、ユーザからの FTP 書き込み要求が許可されるように FTP サーバを適切
に設定する必要があります。

すべてのコピー操作に使用するユーザ名およびパスワードを指定する場合は、ip ftp usernameおよ
び ip ftp passwordコマンドを使用します。この処理のためだけにユーザ名を指定する場合は、archive
download-swまたは archive upload-swイネーブル EXEC コマンドでユーザ名を指定します。
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サーバがディレクトリ構造の場合、イメージ ファイルはユーザ名に関連付けられたサーバ上のディ
レクトリに対して書き込まれるか、コピーされます。たとえば、イメージ ファイルがサーバ上の
ユーザのホーム ディレクトリ内に置かれている場合は、ユーザの名前をリモート ユーザ名として
指定します。

FTP を使用してイメージ ファイルのダウンロードやアップロードを開始する前に、次の作業を実行
します。

• スイッチに FTP サーバへのルートが格納されていることを確認します。ルータでサブネット間
トラフィックのルーティングを実行しない場合は、スイッチおよび FTP サーバを同じサブネッ
ト内に配置する必要があります。pingコマンドを使用し、FTP サーバへの接続をチェックしま
す。

• コンソールまたは Telnet セッションを通してスイッチにアクセスしている場合、または有効な
ユーザ名がない場合は、現在の FTP ユーザ名が FTP ダウンロードに使用されていることを確認
します。show usersイネーブル EXEC コマンドを使用し、有効なユーザ名を表示できます。こ
のユーザ名を使用しない場合は、ip ftp username usernameグローバル コンフィギュレーション
コマンドを使用し、新しい FTP ユーザ名を作成します。新しい名前は、すべてのアーカイブ処
理中に使用されます。新しいユーザ名は NVRAM に格納されます。Telnet セッションを通して
スイッチにアクセスしていて、有効なユーザ名がある場合は、このユーザ名が使用されるため、

FTP ユーザ名を設定する必要はありません。ユーザ名をこの処理のためにのみ指定する場合は、
archive download-swまたは archive upload-swイネーブル EXEC コマンドでユーザ名を指定し
ます。

• イメージ ファイルを FTP サーバにアップロードする場合は、スイッチ上のユーザからの書き
込み要求が許可されるように、適切に設定する必要があります。 

詳細については、FTP サーバのマニュアルを参照してください。

FTP によるイメージ ファイルのダウンロード

新しいイメージ ファイルをダウンロードし、現在のイメージに上書きしたり、現在のイメージを保
管できます。

FTP サーバから新しいイメージをダウンロードし、既存のイメージに上書きするには、イネーブル
EXEC モードで次の手順を実行します。現在のイメージを保管するには、ステップ 7 に進んでくだ
さい。

コマンド 説明

ステップ 1 「FTP によるイメージ ファイルのダウンロードまたはアップ
ロードの準備」（p.B-27）を参照し、FTP サーバが適切に設定
されていることを確認します。

ステップ 2 コンソール ポートまたは Telnet セッションを通して、スイッ
チにログインします。

ステップ 3 configure terminal 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。

このステップが必要になるのは、デフォルトのリモート ユー
ザ名またはパスワードを無効にする場合のみです（ステップ

4、5、6 を参照）。

ステップ 4 ip ftp username username （任意）デフォルトのリモート ユーザ名を変更します。

ステップ 5 ip ftp password password （任意）デフォルトのパスワードを変更します。

ステップ 6 end イネーブル EXEC モードに戻ります。
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ダウンロード アルゴリズムによって、イメージがスイッチ モデルに対して適切かどうか、および
DRAM サイズは十分かどうかが検証されます。問題がある場合、プロセスは中断し、エラーが報告
されます。/overwrite オプションを指定した場合、ダウンロード アルゴリズムによって、フラッ
シュ デバイス上の既存のイメージが新しいイメージと同じであるかどうかに関係なく削除され、新
しいイメージがダウンロードされてソフトウェアがリロードされます。

（注） フラッシュ デバイスに 2 つのイメージを保持する十分なスペースがあり、これらのイメージのい
ずれかを同じバージョンで上書きする場合は、/overwriteオプションを指定する必要があります。

ステップ 7 archive download-sw/overwrite/reload ftp:
[[//username[:password]@location]/directory]
/image-name.tar

FTP サーバからスイッチにイメージ ファイルをダウンロー
ドし、現在のイメージに上書きします。

• /overwrite オプションを指定すると、フラッシュ メモリ
内のソフトウェア イメージがダウンロードされたイ
メージによって上書きされます。

• /reloadオプションを指定すると、設定が変更されて保存
されなかった場合を除き、イメージのダウンロード後に

システムがリロードされます。

• //username[:password] を指定する場合は、ユーザ名および
パスワードを指定します。これらは FTP サーバ上のアカ
ウントに関連付けられている必要があります。詳細につ

いては、「FTP によるイメージ ファイルのダウンロード
またはアップロードの準備」（p.B-27）を参照してくださ
い。

• @location を指定する場合は、FTP サーバの IP アドレス
を指定します。

• directory/image-name.tar には、ディレクトリ（任意）お
よびダウンロードするイメージを指定します。ディレク

トリおよびイメージ名は大文字と小文字で区別されま

す。

ステップ 8 archive download-sw/leave-old-sw/reload ftp:
[[//username[:password]@location]/directory]
/image-name.tar

FTP サーバからスイッチにイメージ ファイルをダウンロー
ドし、現在のイメージを保管します。

• /leave-old-sw オプションを指定すると、ダウンロード後
に古いソフトウェア バージョンが保管されます。

• /reloadオプションを指定すると、設定が変更されて保存
されなかった場合を除き、イメージのダウンロード後に

システムがリロードされます。

• //username[:password] を指定する場合は、ユーザ名および
パスワードを指定します。これらは、FTP サーバのアカ
ウントに関連付けられている必要があります。詳細につ

いては、「FTP によるイメージ ファイルのダウンロード
またはアップロードの準備」（p.B-27）を参照してくださ
い。

• @location を指定する場合は、FTP サーバの IP アドレス
を指定します。

• directory/image-name.tar には、ディレクトリ（任意）お
よびダウンロードするイメージを指定します。ディレク

トリおよびイメージ名は大文字と小文字で区別されま

す。

コマンド 説明
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/leave-old-sw を指定すると、既存のファイルは削除されません。新しいイメージをインストールす
る十分なスペースがない場合に、現在のイメージを保管しようとすると、ダウンロード プロセスが
停止してエラー メッセージが表示されます。

ダウンロードされたイメージは、システム ボードのフラッシュ デバイス（flash:）にインストール
されます。このイメージはソフトウェア バージョン ストリングの名前が付いた新しいディレクト
リに格納されます。また、新規にインストールされたイメージを示すように、BOOT 環境変数が更
新されます。

ダウンロード プロセス中に古いイメージを保管した場合は（/leave-old-swキーワードを指定した場
合は）、delete /force/recursive filesystem:/file-urlイネーブル EXEC コマンドを入力し、そのイメージ
を削除できます。filesystem で、システム ボードのフラッシュ デバイスを指定する場合は flash: を
使用します。file-urlには、古いソフトウェア イメージのディレクトリ名を入力します。ディレクト
リ内のすべてのファイルおよびディレクトリが削除されます。

注意 ダウンロードおよびアップロード アルゴリズムを適切に動作させるため、イメージの名前は変更
しないでください。

FTP によるイメージ ファイルのアップロード

スイッチから FTP サーバにイメージをアップロードできます。あとでこのイメージをこのスイッチ
や同じタイプの別のスイッチにダウンロードできます。

組み込み型デバイス マネージャに関連付けられた Web 管理ページが、既存のイメージに導入され
ている場合に限り、アップロード機能を使用します。

イメージを FTP サーバにアップロードするには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行しま
す。

コマンド 説明

ステップ 1 「FTP によるコンフィギュレーション ファイルのダウン
ロードまたはアップロードの準備」（p.B-14）を参照し、
FTP サーバが適切に設定されていることを確認します。

ステップ 2 コンソール ポートまたは Telnet セッションを通して、ス
イッチにログインします。

ステップ 3 configure terminal 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。

このステップが必要になるのは、デフォルトのリモート

ユーザ名またはパスワードを無効にする場合のみです（ス

テップ 4、5、6 を参照）。

ステップ 4 ip ftp username username （任意）デフォルトのリモート ユーザ名を変更します。

ステップ 5 ip ftp password password （任意）デフォルトのパスワードを変更します。
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archive upload-sw コマンドを実行すると、ファイルが info、Cisco IOS イメージ、HTML ファイル
の順にアップロードされ、サーバにイメージ ファイルが構築されます。これらのファイルがアップ
ロードされたあとに、アップロード アルゴリズムによって tar ファイル形式が作成されます。

注意 ダウンロードおよびアップロード アルゴリズムを適切に動作させるため、イメージの名前は変更
しないでください。

RCP によるイメージ ファイルのコピー
RCP サーバからスイッチ イメージをダウンロードしたり、スイッチから RCP サーバにスイッチ イ
メージをアップロードできます。

スイッチ ソフトウェアをアップグレードするには、サーバからスイッチ イメージ ファイルをダウ
ンロードします。現在のイメージに新しいイメージを上書きしたり、ダウンロード後に現在のファ

イルを格納できます。

バックアップのため、スイッチ イメージ ファイルをサーバにアップロードします。アップロード
されたこのイメージは、今後同じスイッチや同じタイプの別のスイッチにダウンロードする場合に

使用できます。

（注） ソフトウェア イメージ ファイルをダウンロードおよびアップロードするには、copy イネーブル
EXEC コマンドや archive tarイネーブル EXEC コマンドでなく、archive download-swおよび archive
upload-swイネーブル EXEC コマンドを使用することを推奨します。スイッチ スタックの場合、
archive download-swおよび archive upload-swイネーブル EXEC コマンドは必ずスタック マスター
を通して使用してください。スタック マスターにダウンロードされたソフトウェア イメージは、
残りのスタック メンバーに自動的にダウンロードされます。

互換性のないソフトウェア イメージが格納されたスイッチをアップグレードする場合は、archive
copy-swイネーブル EXEC コマンドを使用して、既存のスタック メンバーから互換性のないスイッ
チにソフトウェア イメージをコピーします。このスイッチは自動的に再起動され、完全な機能を
備えたメンバーとしてスタックに参加します。

ステップ 6 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 7 archive upload-sw ftp:[[//[username[:password]@]
location]/directory]/image-name.tar

現在動作中のスイッチ イメージを FTP サーバにアップ
ロードします。

• //username:passwordを指定する場合は、ユーザ名およ
びパスワードを指定します。これらは、FTP サーバの
アカウントに関連付けられている必要があります。詳

細については、「FTP によるイメージ ファイルのダウ
ンロードまたはアップロードの準備」（p.B-27）を参
照してください。

• @locationを指定する場合は、FTP サーバの IP アドレ
スを指定します。

• /directory/image-name.tar には、ディレクトリ（任意）
およびアップロードするソフトウェア イメージの名
前を指定します。ディレクトリおよびイメージ名は大

文字と小文字で区別されます。image-name.tarは、サー
バに格納されるソフトウェア イメージの名前です。

コマンド 説明
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ここでは、次の設定について説明します。

• RCP によるイメージ ファイルのダウンロードまたはアップロードの準備（p.B-32）

• RCP によるイメージ ファイルのダウンロード（p.B-33）

• RCP によるイメージ ファイルのアップロード（p.B-35）

RCP によるイメージ ファイルのダウンロードまたはアップロードの準備

リモート ホストとスイッチの間でイメージ ファイルをダウンロードおよびアップロードするため
のもう 1 つの方法は、RCP を使用することです。コネクションレス プロトコルである UDP を使用
する TFTP と異なり、RCP ではコネクション型の TCP が使用されます。

ファイルをコピーするために RCP を使用する場合は、ファイルのコピー元またはコピー先のサー
バで RCP がサポートされている必要があります。RCP の copy コマンドは、リモート システム上の
rsh サーバ（またはデーモン）を利用します。RCP を使用してファイルをコピーするには、TFTP の
場合のようにファイル配信用サーバを作成する必要がありません。ユーザはリモート シェル（rsh）
をサポートするサーバにアクセスするだけです（ほとんどの UNIX システムでは rsh がサポートさ
れています）。ファイルは特定の場所から別の場所へコピーされるため、送信元ファイルの読み取

り権限および宛先ファイルへの書き込み権限が必要です。宛先ファイルが存在しない場合は、RCP
によって作成されます。

RCP では、RCP 要求ごとにリモート ユーザ名をサーバに送信する必要があります。RCP を使用し
てイメージ ファイルをスイッチからサーバにコピーすると、Cisco IOS ソフトウェアは次のリスト
内の最初の有効なユーザ名を送信します。

• archive download-swまたはarchive upload-swイネーブル EXEC コマンドで指定されているユー
ザ名（ユーザ名が指定されている場合）

• ip rcmd remote-username usernameグローバル コンフィギュレーション コマンドでユーザ名が
入力されている場合は、このユーザ名

• 現在の TTY（端末）プロセスに関連付けられたリモート ユーザ名。たとえば、ユーザが Telnet
を通してルータに接続され、username コマンドを通して認証された場合は、リモート ユーザ
名として Telnet ユーザ名がスイッチ ソフトウェアによって送信されます。

• スイッチのホスト名

RCP コピー要求を正常に実行するためには、ネットワーク サーバにリモート ユーザ名のアカウン
トを定義する必要があります。サーバがディレクトリ構造の場合、イメージ ファイルはリモート
ユーザ名に関連付けられたサーバ上のディレクトリに書き込まれるか、コピーされます。たとえば、

イメージ ファイルがサーバ上のユーザのホーム ディレクトリ内に置かれている場合は、ユーザの
名前をリモート ユーザ名として指定します。

RCP を使用してイメージ ファイルのダウンロードやアップロードを開始する前に、次の作業を実
行します。

• RCP サーバとして機能するワークステーションで、リモート シェル（rsh）がサポートされて
いることを確認します。

• スイッチに RCP サーバへのルートが格納されていることを確認します。ルータでサブネット間
トラフィックのルーティングを実行しない場合は、スイッチおよびサーバを同じサブネット内

に配置する必要があります。pingコマンドを使用し、RCP サーバへの接続をチェックします。
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• コンソールまたは Telnet セッションを介してスイッチにアクセスしている場合、または有効な
ユーザ名がない場合は、RCP ダウンロードに使用するユーザ名が現在の RCP ユーザ名である
ことを確認します。show usersイネーブル EXEC コマンドを使用すると、有効なユーザ名を表
示できます。このユーザ名を使用しない場合は、すべてのアーカイブ処理中に

ip rcmd remote-username usernameグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用し、新
しい RCP ユーザ名を作成します。新しいユーザ名は NVRAM に格納されます。Telnet セッショ
ンを介してスイッチにアクセスしていて、有効なユーザ名がある場合は、このユーザ名が使用

されるため、RCP ユーザ名を設定する必要はありません。この処理のためだけにユーザ名を指
定する場合は、archive download-swまたは archive upload-swイネーブル EXEC コマンドでユー
ザ名を指定します。

• イメージ ファイルを RCP サーバにアップロードする場合は、スイッチ上のユーザからの RCP
書き込み要求が許可されるように、適切に設定する必要があります。UNIX システムの場合は、
RCP サーバ上のリモート ユーザの .rhosts ファイルにエントリを追加する必要があります。た
とえば、スイッチに次のコンフィギュレーション行が含まれていると仮定します。

hostname Switch1
ip rcmd remote-username User0

このスイッチの IP アドレスを Switch1.company.com に変換する場合は、RCP サーバ上の User0
用の .rhosts ファイルに次の行が含まれている必要があります。
Switch1.company.com Switch1

詳細については、RCP サーバのマニュアルを参照してください。

RCP によるイメージ ファイルのダウンロード

新しいイメージ ファイルをダウンロードし、現在のイメージを置き換えたり、保管できます。

RCP サーバから新しいイメージをダウンロードし、既存のイメージを無効にする場合は、イネーブ
ル EXEC モードで次の手順を実行します。現在のイメージを保管するには、ステップ 6 に進んでく
ださい。

コマンド 説明

ステップ 1 「RCP によるイメージ ファイルのダウンロードまたはアッ
プロードの準備」（p.B-32）を参照し、RCP サーバが適切に
設定されていることを確認します。

ステップ 2 コンソール ポートまたは Telnet セッションを通して、ス
イッチにログインします。

ステップ 3 configure terminal 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。

このステップが必要になるのは、デフォルトのリモート

ユーザ名を無効にする場合のみです（ステップ 4 および 5 を
参照）。

ステップ 4 ip rcmd remote-username username （任意）リモート ユーザ名を指定します。

ステップ 5 end イネーブル EXEC モードに戻ります。
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ダウンロード アルゴリズムによって、イメージがスイッチ モデルに対して適切かどうか、および
DRAM サイズは十分かどうかが検証されます。問題がある場合、プロセスは中断し、エラーが報告
されます。/overwrite オプションを指定した場合、ダウンロード アルゴリズムによって、フラッ
シュ デバイス上の既存のイメージが新しいイメージと同じであるかどうかに関係なく削除され、新
しいイメージがダウンロードされてソフトウェアがリロードされます。

（注） フラッシュ デバイスに 2 つのイメージを保持する十分なスペースがあり、これらのイメージのい
ずれかを同じバージョンで上書きする場合は、/overwriteオプションを指定する必要があります。

ステップ 6 archive download-sw/overwrite/reload rcp:
[[[//[username@]location]/directory]/image-name
.tar]

RCP サーバからスイッチにイメージ ファイルをダウンロー
ドし、現在のイメージに上書きします。

• /overwriteオプションを指定すると、フラッシュ メモリ
内のソフトウェア イメージがダウンロードされたイ
メージによって上書きされます。

• /reload オプションを指定すると、設定が変更されて保
存されなかった場合を除き、イメージのダウンロード後

にシステムがリロードされます。

• //username を指定する場合は、ユーザ名を指定します。
RCP コピー要求を正常に実行するためには、ネット
ワーク サーバにリモート ユーザ名のアカウントを定義
する必要があります。詳細については、「RCP によるイ
メージ ファイルのダウンロードまたはアップロードの
準備」（p.B-32）を参照してください。

• @locationを指定する場合は、RCP サーバの IP アドレス
を指定します。

• /directory/image-name.tarを指定する場合は、ディレクト
リ（任意）およびダウンロードするイメージを指定しま

す。ディレクトリおよびイメージ名は大文字と小文字で

区別されます。

ステップ 7 archive download-sw/leave-old-sw/reload rcp:
[[[//[username@]location]/directory]/image-name
.tar]

RCP サーバからスイッチにイメージ ファイルをダウンロー
ドし、現在のイメージを保管します。

• /leave-old-swオプションを指定すると、ダウンロード後
に古いソフトウェア バージョンが保管されます。

• /reload オプションを指定すると、設定が変更されて保
存されなかった場合を除き、イメージのダウンロード後

にシステムがリロードされます。

• //username を指定する場合は、ユーザ名を指定します。
RCP コピー要求を実行するためには、ネットワーク
サーバにリモート ユーザ名のアカウントを定義する必
要があります。詳細については、「RCP によるイメージ
ファイルのダウンロードまたはアップロードの準備」

（p.B-32）を参照してください。

• @locationを指定する場合は、RCP サーバの IP アドレス
を指定します。

• /directory]/image-name.tar を指定する場合は、ディレク
トリ（任意）およびダウンロードするイメージを指定し

ます。ディレクトリおよびイメージ名は大文字と小文字

で区別されます。

コマンド 説明
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/leave-old-sw を指定すると、既存のファイルは削除されません。新しいイメージをインストールす
る十分なスペースがない場合に、現在のイメージを保管しようとすると、ダウンロード プロセスが
停止してエラー メッセージが表示されます。

ダウンロードされたイメージは、システム ボードのフラッシュ デバイス（flash:）にインストール
されます。このイメージはソフトウェア バージョン ストリングの名前が付いた新しいディレクト
リに格納されます。また、新規にインストールされたイメージを示すように、BOOT 環境変数が更
新されます。

ダウンロード プロセス中に古いソフトウェアを格納した場合は（/leave-old-swキーワードを指定し
た場合）、delete /force/recursive filesystem:/file-urlイネーブル EXEC コマンドを入力すると、そのイ
メージを削除できます。filesystem で、システム ボードのフラッシュ デバイスを指定する場合は
flash:を使用します。file-urlには、古いソフトウェア イメージのディレクトリ名を入力します。ディ
レクトリ内のすべてのファイルおよびディレクトリが削除されます。

注意 ダウンロードおよびアップロード アルゴリズムを適切に動作させるため、イメージの名前は変更
しないでください。

RCP によるイメージ ファイルのアップロード

スイッチから RCP サーバにイメージをアップロードできます。あとでこのイメージをこのスイッ
チや同じタイプの別のスイッチにダウンロードできます。

組み込み型デバイス マネージャに関連付けられた Web 管理ページが、既存のイメージに導入され
ている場合に限り、アップロード機能を使用します。

イメージを RCP サーバにアップロードするには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行しま
す。

コマンド 説明

ステップ 1 「RCP によるイメージ ファイルのダウンロードまたはアップ
ロードの準備」（p.B-32）を参照し、RCP サーバが適切に設定さ
れていることを確認します。

ステップ 2 コンソール ポートまたは Telnet セッションを介して、スイッチ
にログインします。

ステップ 3 configure terminal 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。

このステップが必要になるのは、デフォルトのリモート ユーザ
名を無効にする場合のみです（ステップ 4 および 5 を参照）。

ステップ 4 ip rcmd remote-username username （任意）リモート ユーザ名を指定します。
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archive upload-swイネーブル EXEC コマンドを実行すると、ファイルが info、Cisco IOS イメージ、
Web 管理ファイルの順にアップロードされ、サーバにイメージ ファイルが構築されます。これら
のファイルがアップロードされたあとに、アップロード アルゴリズムによって tar ファイル形式が
作成されます。

注意 ダウンロードおよびアップロード アルゴリズムを適切に動作させるため、イメージの名前は変更
しないでください。

スタック メンバー間のイメージ ファイルのコピー
スイッチ スタックの場合、archive download-swおよび archive upload-swイネーブル EXEC コマン
ドは必ずスタック マスターを通して使用してください。スタック マスターにダウンロードされた
ソフトウェア イメージは、残りのスタック メンバーに自動的にダウンロードされます。

互換性のないソフトウェア イメージが格納されたスイッチをアップグレードする場合は、archive
copy-swイネーブル EXEC コマンドを使用して、既存のスタック メンバーから互換性のないソフト
ウェアのメンバーにソフトウェア イメージをコピーします。このスイッチは自動的に再起動され、
完全な機能を備えたメンバーとしてスタックに参加します。

（注） archive copy-swイネーブル EXEC コマンドを正しく使用するには、追加するスタック メンバー ス
イッチおよびスタック マスターの両方のイメージを TFTP サーバからダウンロードしておく必要
があります。ダウンロードを行うには、archive download-sw イネーブル EXEC コマンドを使用し
ます。

別のスタック メンバーのフラッシュ メモリから現在のイメージ ファイルをコピーするには、アッ
プグレードするスタック メンバーからイネーブル EXEC モードを開始し、次の手順を実行します。

ステップ 5 end イネーブル EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 archive upload-sw rcp:[[[//[username@]
location]/directory]/image-name.tar]

現在動作中のスイッチ イメージを RCP サーバにアップロードし
ます。

• //username を指定する場合は、ユーザ名を指定します。RCP
コピー要求を実行するためには、ネットワーク サーバにリ
モート ユーザ名のアカウントを定義する必要があります。詳
細については、「RCP によるイメージ ファイルのダウンロー
ドまたはアップロードの準備」（p.B-32）を参照してくださ
い。

• @locationを指定する場合は、RCP サーバの IP アドレスを指
定します。

• /directory/image-name.tar を指定する場合は、ディレクトリ

（任意）およびアップロードするソフトウェア イメージの名
前を指定します。ディレクトリおよびイメージ名は大文字と

小文字で区別されます。

• image-name.tarは、サーバに格納されるソフトウェア イメー
ジの名前です。

コマンド 説明
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コマンド 説明

ステップ 1 configure terminal 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。

ステップ 2 archive copy-sw/destination-system 
destination-stack-member-number /force-reload 
source-stack-member-number

スタック メンバーから現在のイメージ ファイルをコピーし、
更新されたスタック メンバーを無条件に再起動します。

（注） 少なくともスタック メンバー 1 つが、互換性のない
ソフトウェアを稼働するスイッチにコピーするイ

メージを実行していなければいけません。

/destination-system destination-stack-member-numberには、現在
の送信元イメージ ファイルのコピー先であるスタック メン
バー（宛先）番号を指定します。このスタック メンバー番号
を指定しない場合、デフォルトでは、現在のイメージ ファイ
ルがすべてのスタック メンバーにコピーされます。

ソフトウェア イメージのダウンロードが正常に終了したら、
/force-reload を指定して、無条件でシステムを再ロードさせ
ます。

source-stack-member-numberには、現在のイメージ ファイルの
コピー元となるスタック メンバー（送信元）のスタック メン
バー番号を指定します。スタック メンバー番号の範囲は、1
～ 9 です。

ステップ 3 reload slot stack-member-number 更新したスタック メンバーをリセットし、この設定変更を有
効にします。
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A P P E N D I X C

Cisco IOS Release 12.2(25)SED でサ
ポートされていないコマンド

この付録では、Catalyst 3750スイッチのプロンプトに疑問符（?）を入力したときに表示される CLI
（コマンドライン インターフェイス）コマンドの中で、まだテストが済んでいないコマンド、また
は Catalyst 3750のハードウェアの制限により、このリリースでサポートされていないコマンドを示
します。このリストは完全ではありません。サポートされていないコマンドは、ソフトウェア機能

およびコマンド モード別にリストされています。

ACL

サポートされていないイネーブル EXEC コマンド
access-enable [host] [timeout minutes]

access-template [access-list-number | name] [dynamic-name] [source] [destination] [timeout minutes]

clear access-template [access-list-number | name] [dynamic-name] [source] [destination]

show access-lists rate-limit [destination]

show accounting

show ip accounting [checkpoint] [output-packets | access violations]

show ip cache [prefix-mask] [type number]

サポートされていないグローバル コンフィギュレーション コマンド
access-list rate-limit acl-index {precedence | mask prec-mask}

access-list dynamic extended 

サポートされていないルート マップ コンフィギュレーション コマンド
match ip address prefix-list prefix-list-name [prefix-list-name...]
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付録 C      Cisco IOS Release 12.2(25)SED でサポートされていないコマンド
アーカイブ コマンド

アーカイブ コマンド

サポートされていないイネーブル EXEC コマンド
archive config

show archive config

show archive log

ARP コマンド

サポートされていないグローバル コンフィギュレーション コマンド
arp ip-address hardware-address smds

arp ip-address hardware-address srp-a

arp ip-address hardware-address srp-b

サポートされていないインターフェイス コンフィギュレーション コマンド
arp probe 

ip probe proxy
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付録 C      Cisco IOS Release 12.2(25)SED でサポートされていないコマンド
代替ブリッジング

代替ブリッジング

サポートされていないイネーブル EXEC コマンド
clear bridge [bridge-group] multicast [router-ports | groups | counts] [group-address] [interface-unit] 
[counts]

clear vlan statistics

show bridge [bridge-group] circuit-group [circuit-group] [src-mac-address] [dst-mac-address]

show bridge [bridge-group] multicast [router-ports | groups] [group-address]

show bridge vlan

show interfaces crb

show interfaces {ethernet | fastethernet} [interface | slot/port] irb

show subscriber-policy range

サポートされていないグローバル コンフィギュレーション コマンド
bridge bridge-group acquire

bridge bridge-group address mac-address {forward | discard} [interface-id]

bridge bridge-group aging-time seconds

bridge bridge-group bitswap_l3_addresses

bridge bridge-group bridge ip

bridge bridge-group circuit-group circuit-group pause milliseconds

bridge bridge-group circuit-group circuit-group source-based

bridge cmf

bridge crb

bridge bridge-group domain domain-name

bridge irb

bridge bridge-group mac-address-table limit number

bridge bridge-group multicast-source

bridge bridge-group protocol dec

bridge bridge-group route protocol 

bridge bridge-group subscriber policy policy

subscriber-policy policy [[no | default] packet [permit | deny]]
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代替ブリッジング

サポートされていないインターフェイス コンフィギュレーション コマンド
bridge-group bridge-group cbus-bridging

bridge-group bridge-group circuit-group circuit-number

bridge-group bridge-group input-address-list access-list-number

bridge-group bridge-group input-lat-service-deny group-list

bridge-group bridge-group input-lat-service-permit group-list

bridge-group bridge-group input-lsap-list access-list-number

bridge-group bridge-group input-pattern-list access-list-number

bridge-group bridge-group input-type-list access-list-number

bridge-group bridge-group lat-compression

bridge-group bridge-group output-address-list access-list-number

bridge-group bridge-group output-lat-service-deny group-list

bridge-group bridge-group output-lat-service-permit group-list

bridge-group bridge-group output-lsap-list access-list-number

bridge-group bridge-group output-pattern-list access-list-number

bridge-group bridge-group output-type-list access-list-number

bridge-group bridge-group sse 

bridge-group bridge-group subscriber-loop-control

bridge-group bridge-group subscriber-trunk

bridge bridge-group lat-service-filtering

frame-relay map bridge dlci broadcast

interface bvi bridge-group

x25 map bridge x.121-address broadcast [options-keywords]
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付録 C      Cisco IOS Release 12.2(25)SED でサポートされていないコマンド
HSRP

HSRP

サポートされていないグローバル コンフィギュレーション コマンド
interface Async

interface BVI

interface Dialer

interface Group-Async

interface Lex

interface Multilink

interface Virtual-Template

interface Virtual-Tokenring

サポートされていないインターフェイス コンフィギュレーション コマンド
mtu

standby mac-refresh seconds

standby use-bia

IGMP スヌーピング コマンド

サポートされていないグローバル コンフィギュレーション コマンド
ip igmp snooping tcn

インターフェイス コマンド

サポートされていないイネーブル EXEC コマンド
show interfaces [interface-id | vlan vlan-id] [crb | fair-queue | irb | mac-accounting | precedence | irb | 
random-detect | rate-limit | shape]

サポートされていないグローバル コンフィギュレーション コマンド
interface tunnel

サポートされていないインターフェイス コンフィギュレーション コマンド
transmit-interface type number
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付録 C      Cisco IOS Release 12.2(25)SED でサポートされていないコマンド
IP マルチキャスト ルーティング

IP マルチキャスト ルーティング

サポートされていないイネーブル EXEC コマンド
clear ip rtp header-compression [type number]

debug ip packet コマンドを実行すると、スイッチの CPU で受信されるパケットが表示されます。
ハードウェアでスイッチングされるパケットは表示されません。

debug ip mcacheコマンドは、スイッチの CPU で受信されるパケットに影響します。ハードウェア
でスイッチングされるパケットは表示されません。

debug ip mpacket [detail] [access-list-number [group-name-or-address] コマンドは、スイッチの CPU で
受信されるパケットにのみ影響します。ほとんどのマルチキャスト パケットはハードウェアでス
イッチングされるため、このコマンドは、パケットが CPU に転送されることがわかっている場合
のみ使用してください。

debug ip pim atm

show frame-relay ip rtp header-compression [interface type number]

show ip mcache コマンドを実行すると、スイッチの CPU に送信されるパケット用のキャッシュ内
のエントリが表示されます。ほとんどのマルチキャスト パケットは CPU の関与を受けずにハード
ウェアでスイッチングされるため、このコマンドを使用しても、マルチキャスト パケット情報は表
示されません。

show ip mpacketコマンドはサポートされていますが、スイッチの CPU で受信されるパケットに対
してのみ効果があります。ルートがハードウェアによってスイッチングされる場合、このコマンド

は効果がありません。CPU はパケットを受信せず、パケット情報が表示されないためです。

show ip pim vc [group-address | name] [type number]

show ip rtp header-compression [type number] [detail]

サポートされていないグローバル コンフィギュレーション コマンド
ip pim accept-rp {address | auto-rp} [group-access-list-number]

ip pim message-interval seconds

サポートされていないインターフェイス コンフィギュレーション コマンド
frame-relay ip rtp header-compression [active | passive]

frame-relay map ip ip-address dlci [broadcast] compress

frame-relay map ip ip-address dlci rtp header-compression [active | passive]

ip igmp helper-address ip-address

ip multicast helper-map {group-address | broadcast} {broadcast-address | multicast-address} 
extended-access-list-number

ip multicast rate-limit {in | out} [video | whiteboard] [group-list access-list] [source-list access-list] kbps

ip multicast ttl-threshold ttl-value（代わりに ip multicast boundary access-list-numberインターフェイ
ス コンフィギュレーション コマンドを使用）

ip multicast use-functional
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付録 C      Cisco IOS Release 12.2(25)SED でサポートされていないコマンド
IP ユニキャスト ルーティング

ip pim minimum-vc-rate pps

ip pim multipoint-signalling

ip pim nbma-mode

ip pim vc-count number

ip rtp compression-connections number

ip rtp header-compression [passive]

IP ユニキャスト ルーティング

サポートされていないイネーブル EXEC コマンドまたはユーザ EXEC コマンド
clear ip accounting [checkpoint]

clear ip bgp address flap-statistics

clear ip bgp prefix-list 

debug ip cef stats

show cef [drop | not-cef-switched]

show ip accounting [checkpoint] [output-packets | access-violations]

show ip bgp dampened-paths

show ip bgp inconsistent-as

show ip bgp regexp regular expression

show ip prefix-list regular expression

サポートされていないグローバル コンフィギュレーション コマンド
ip accounting-list ip-address wildcard

ip as-path access-list

ip accounting-transits count

ip cef accounting [per-prefix] [non-recursive]

ip cef traffic-statistics [load-interval seconds] [update-rate seconds]]

ip flow-aggregation

ip flow-cache

ip flow-export 

ip gratuitous-arps

ip local

ip prefix-list

ip reflexive-list
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付録 C      Cisco IOS Release 12.2(25)SED でサポートされていないコマンド
IP ユニキャスト ルーティング

router egp

router-isis 

router iso-igrp

router mobile

router odr

router static

サポートされていないインターフェイス コンフィギュレーション コマンド
ip accounting 

ip load-sharing [per-packet]

ip mtu bytes

ip verify

ip unnumbered type number

すべての ip securityコマンド

サポートされていない BGP ルータ コンフィギュレーション コマンド
address-family vpnv4 

default-information originate 

neighbor advertise-map 

neighbor allowas-in 

neighbor default-originate 

neighbor description 

network backdoor 

table-map 

サポートされていない VPN コンフィギュレーション コマンド
すべて

サポートされていないルート マップ コマンド
match route-type 

set as-path {tag | prepend as-path-string}

set automatic-tag

set dampening half-life reuse suppress max-suppress-time

set default interface interface-id [interface-id.....]

set interface interface-id [interface-id.....]
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MAC アドレス コマンド

set ip default next-hop ip-address [ip-address.....]

set ip destination ip-address mask

set ip precedence value

set ip qos-group

set metric-type internal

set origin

set metric-type internal

set tag tag-value

MAC アドレス コマンド

サポートされていないイネーブル EXEC コマンド
show mac-address-table

show mac-address-table address

show mac-address-table aging-time

show mac-address-table count

show mac-address-table dynamic

show mac-address-table interface

show mac-address-table multicast

show mac-address-table notification

show mac-address-table static

show mac-address-table vlan

show mac address-table multicast 

（注） VLAN（仮想 LAN）のレイヤ 2 マルチキャスト アドレステーブル エントリを表示するには、
show ip igmp snooping groupsイネーブル EXEC コマンドを使用します。

サポートされていないグローバル コンフィギュレーション コマンド
mac-address-table aging-time

mac-address-table notification

mac-address-table static
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その他

その他

サポートされていないイネーブル EXEC コマンド
show cable-diagnostics prbs

test cable-diagnostics prbs

サポートされていないグローバル コンフィギュレーション コマンド
errdisable recovery cause unicast flood

service compress-config

MSDP

サポートされていないイネーブル EXEC コマンド
show access-expression

show exception

show location

show pm LINE

show smf [interface-id]

show subscriber-policy [policy-number]

show template [template-name]

サポートされていないグローバル コンフィギュレーション コマンド
ip msdp default-peer ip-address | name [prefix-list list]（BGP/MBGP がサポートされていないため、こ
のコマンドの代わりに、ip msdp peerコマンドを使用してください）

NetFlow コマンド

サポートされていないグローバル コンフィギュレーション コマンド
ip flow-aggregation cache 

ip flow-cache entries

ip flow-export
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付録 C      Cisco IOS Release 12.2(25)SED でサポートされていないコマンド
NAT コマンド

NAT コマンド

サポートされていないイネーブル EXEC コマンド
show ip nat statistics 

show ip nat translations 

QoS

サポートされていないグローバル コンフィギュレーション コマンド
priority-list 

サポートされていないインターフェイス コンフィギュレーション コマンド
priority-group 

rate-limit

サポートされていないポリシー マップ コンフィギュレーション コマンド
class class-default（class-default は class-map-name）

RADIUS

サポートされていないグローバル コンフィギュレーション コマンド
aaa nas port extended

radius-server attribute nas-port

radius-server configure

radius-server extended-portnames

SNMP

サポートされていないグローバル コンフィギュレーション コマンド
snmp-server enable informs

snmp-server ifindex persist



C-12
Catalyst 3750 スイッチ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

78-16180-06-J

付録 C      Cisco IOS Release 12.2(25)SED でサポートされていないコマンド
スパニングツリー

スパニングツリー

サポートされていないグローバル コンフィギュレーション コマンド
spanning-tree pathcost method {long | short}

サポートされていないインターフェイス コンフィギュレーション コマンド
spanning-tree stack-port

VLAN

サポートされていないグローバル コンフィギュレーション コマンド
vlan internal allocation policy {ascending | descending}

サポートされていないユーザ EXEC コマンド
show running-config vlan

show vlan ifindex

VTP

サポートされていないイネーブル EXEC コマンド
vtp {password password | pruning | version number}

（注） このコマンドは、vtpグローバル コンフィギュレーション コマンドに置き換えられています。
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イネーブル化　　20-18
サポート　　1-7
説明　　20-8
ディセーブル化　　20-18

BGP
CIDR　　35-62
clear コマンド　　35-65
show コマンド　　35-65
イネーブル化　　35-49
コミュニティ フィルタリング　　35-58
サポート　　1-10
集約アドレス　　35-62
集約ルート、設定　　35-62
スーパーネット　　35-62
セッションのリセット　　35-52
説明　　35-46
デフォルト設定　　35-47
ネイバの種類　　35-49
ネイバの設定　　35-60
バージョン 4　　35-46
パスの選択　　35-53
ピアの設定　　35-60
表示　　35-65
複数のパスのサポート　　35-53
プレフィクス フィルタリング　　35-57
マルチ VRF CE とのルーティング セッション　　

35-72
ルーティング ドメイン連合　　35-62
ルート ダンピング化　　35-64
ルート マップ　　35-55
ルート リフレクタ　　35-63

Border Gateway Protocol
BGP を参照

BPDU
errdisable ステート　　20-3
RSTP フォーマット　　19-14
フィルタリング　　20-4

BPDU ガード
イネーブル化　　20-15
サポート　　1-7
説明　　20-3
ディセーブル化　　20-15

BPDU フィルタリング
イネーブル化　　20-16
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サポート　　1-7
説明　　20-3
ディセーブル化　　20-16

C

CA 信頼点
設定　　9-47
定義　　9-45

CDP
アップデート　　26-3
イネーブル化またはディセーブル化

インターフェイス上　　26-5
スイッチ上　　26-4

概要　　26-2
サポート　　1-6
信頼境界　　33-39
スイッチ クラスタ内での自動検出　　6-5
スイッチ スタックの考慮事項　　26-2
設定　　26-3
説明　　26-2
送信タイマーおよびホールドタイムの設定　　

26-3
デフォルト設定　　26-3
電力ネゴシエーション拡張機能　　11-7
表示　　26-6
ルーティング デバイスでのディセーブル化　　

26-4‐ 26-5
レイヤ 2 プロトコル トンネリング　　17-9

CE デバイス　　35-67
CEF

IPv6　　36-16
イネーブル化　　35-79
定義　　35-78
分散　　35-78

CGMP
IGMP スヌーピング学習方式　　24-10
概要　　40-8
キャッシュに格納されたグループ エントリのクリ

ア　　40-55
サーバ サポート機能　　40-8
サーバ サポート機能のイネーブル化　　40-36
スイッチ サポート　　1-4
マルチキャスト グループへの加入　　24-3

CIDR　　35-62
CipherSuite　　9-46

Cisco 7960 IP Phone　　15-2
Cisco Discovery Protocol

CDP を参照
Cisco Express Forwarding

CEF を参照
Cisco Group Management Protocol

CGMP を参照
Cisco Intelligence Engine 2100 Series Configuration 
Registrar

IE2100 を参照
Cisco IOS DHCP サーバ

DHCP、Cisco IOS サーバ データベースを参照
Cisco IOS File System

IFS を参照
Cisco Network Assistant

Network Assistant を参照
Cisco Networking Services

 IE2100 を参照
Cisco StackWise テクノロジー　　1-3
スタック、スイッチを参照

CiscoWorks2000　　1-5, 31-5
CIST リージョナル ルート

MSTP を参照
CIST ルート

MSTP を参照
Classless InterDomain Routing

CIDR を参照
CLI
エラー メッセージ　　2-5
クラスタの管理　　6-18
コマンド モード　　2-2
コマンドの no および default 形式　　2-5
コマンドの出力のフィルタリング　　2-10
コマンドの省略形　　2-4
設定ログ　　2-6
説明　　1-5
ヒストリ

コマンドの呼び出し方法　　2-7
説明　　2-6
ディセーブル化　　2-7
バッファ サイズの変更　　2-6

ヘルプの利用方法　　2-4
編集機能

イネーブル化またはディセーブル化　　2-8
折り返し機能　　2-10
キーストロークによる編集　　2-8
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Coarse Wave Division Multiplexer
CWDM SFP を参照

config.text　　3-13
configure terminal コマンド　　11-12
config-vlan モード　　2-3, 13-8
CoS
プライオリティを信頼　　15-7
プライオリティを無効化　　15-7
レイヤ 2 フレーム　　33-2

crashinfo ファイル　　43-30
CWDM SFP　　1-24

D

dCEF
スイッチ スタック内　　35-78

default コマンド　　2-5
description コマンド　　11-26
DHCP

Cisco IOS サーバ データベース
設定　　22-14
説明　　22-6
デフォルト設定　　22-9

イネーブル化

サーバ　　22-11
リレー エージェント　　22-11

DHCP Option 82
回線 ID サブオプション　　22-5
概要　　22-4
設定時の注意事項　　22-10
デフォルト設定　　22-9
転送アドレス、指定　　22-12
パケット形式、サブオプション

回線 ID　　22-5
リモート ID　　22-5

表示　　22-16
ヘルパー アドレス　　22-12
リモート ID サブオプション　　22-5

DHCP スヌーピング
Option 82 データ挿入　　22-4
エッジ スイッチからの信頼できないパケットの受

信　　22-3, 22-13
信頼できないインターフェイス　　22-3
信頼できないメッセージ　　22-3
信頼できるインターフェイス　　22-3
設定時の注意事項　　22-10

デフォルト設定　　22-9
バインディング データベース

DHCP スヌーピング バインディング データ
ベースを参照

バインディング テーブルの表示　　22-16
プライベート VLAN　　22-14
メッセージ交換プロセス　　22-5

DHCP スヌーピング バインディング データベース
イネーブル化　　22-14
エージェント統計情報の消去　　22-15
エントリ　　22-6
削除

データベース エージェント　　22-15
バインディング　　22-15
バインディング ファイル　　22-15

設定　　22-14
設定時の注意事項　　22-10
説明　　22-6
データベースの更新　　22-15
デフォルト設定　　22-9
バインディング　　22-6
バインディング ファイル
形式　　22-7
保存場所　　22-6

バインディングの追加　　22-14
表示　　22-16
ステータスおよび統計情報　　22-16
バインディング エントリ　　22-16

リセット

タイムアウト値　　22-15
遅延値　　22-15

DHCP スヌーピング バインディング テーブル
DHCP スヌーピング バインディング データベース

を参照

DHCP バインディング データベース
DHCP スヌーピング バインディング データベース

を参照

DHCP バインディング テーブル
DHCP スヌーピング バインディング データベース

を参照

DHCP ベースの自動設定
BOOTP との関係　　3-4
概要　　3-4
クライアント要求メッセージの交換　　3-5
構成例　　3-9
サポート　　1-5
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設定

DNS　　3-7
TFTP サーバ　　3-6
クライアント側　　3-4
サーバ側　　3-6, 22-11
リレー デバイス　　3-7

リース オプション
IP アドレス情報　　3-6
コンフィギュレーション ファイル受信　　3-6

リレーのサポート　　1-5, 1-11
Differentiated Services Code Point　　33-2
Differentiated Services アーキテクチャ、QoS　　33-2
Diffusing Update Algorithm（DUAL）　　35-38
Distance Vector Multicast Routing Protocol

DVMRP を参照
distribute-list コマンド　　35-90
DNS

DHCP ベースの自動設定　　3-7
IPv6　　36-4
概要　　7-17
サポート　　1-5
設定　　7-17
設定の表示　　7-18
デフォルト設定　　7-17

DoS 攻撃　　25-2
DSCP　　1-9, 33-2
DSCP トランスペアレンシ　　33-39
DTP　　1-7, 13-21
DUAL 有限状態マシン、EIGRP　　35-39
DVMRP

DVMRP ルータへの PIM ドメインの接続　　40-43
mrinfo 要求、応答　　40-46
インターオペラビリティ

Cisco IOS ソフトウェア　　40-8
シスコ製デバイス　　40-41

概要　　40-8
サポート　　1-11
自動サマライズ

サマリー アドレスの設定　　40-51
ディセーブル化　　40-53

送信元転送ツリー、構築　　40-8
トンネル

設定　　40-43
ネイバ情報の表示　　40-46

ネイバ

情報の表示　　40-46

デフォルト ルートのアドバタイズ　　40-45
非プルーニング ネイバとのピアリングの禁止

　　40-49
非プルーニング ネイバの拒否　　40-48
プローブ メッセージによる検出　　40-41

ユニキャスト ルーティングのイネーブル化　　
40-47

ルーティング テーブル　　40-8
ルート

MBONE に入る個数の制限　　40-50
Syslog メッセージのスレッシュホールドの変更

　　40-50
削除　　40-55
すべてをアドバタイズ　　40-53
ネイバへのデフォルト ルートのアドバタイズ

　　40-45
表示　　40-56
メトリック オフセットの追加　　40-53
優先度　　40-53
ユニキャスト ルート アドバタイズの制限　　

40-41
レポート メッセージで取得された DVMRP 

ルートのキャッシング　　40-47
dynamic auto トランキング モード　　13-21
dynamic desirable トランキング モード　　13-21
Dynamic Host Configuration Protocol

DHCP ベースの自動設定を参照
Dynamic Trunkingotocol

DTP を参照

E

EBGP　　35-45
EIGRP
インターフェイス パラメータ、設定　　35-42
コンポーネント　　35-38
サポート　　1-10
設定　　35-41
定義　　35-38
デフォルト設定　　35-39
認証　　35-43
表示　　35-44

Enhanced IGRP
EIGRP を参照

EtherChannel
IEEE 802.3ad、説明　　34-7
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LACP
システム プライオリティ　　34-22
ステータスの表示　　34-24
説明　　34-7
ポート プライオリティ　　34-23
他の機能との相互作用　　34-8
ホットスタンバイ ポート　　34-21
モード　　34-7

PAgP
Catalyst 1900 との互換性　　34-20
学習方式およびプライオリティの設定　　

34-20
サポート　　1-4
集約ポート ラーナー　　34-20
ステータスの表示　　34-24
説明　　34-5
他の機能との相互作用　　34-6
モード　　34-6

サポート　　1-4
自動作成　　34-5, 34-7
スタックの変更、作用　　34-10
ステータスの表示　　34-24
設定

レイヤ 2 インターフェイス　　34-14
レイヤ 3 物理インターフェイス　　34-17
レイヤ 3 ポート チャネル論理インターフェイ

ス　　34-16
設定時の注意事項　　34-13
説明　　34-2
相互作用

STP　　34-13
VLAN　　34-13

チャネル グループ
番号　　34-4
物理インターフェイスと論理インターフェイス

のバインド　　34-4
デフォルト設定　　34-12
転送方式　　34-8, 34-19
ポート グループ　　11-6
ポート チャネル インターフェイス
説明　　34-4
番号　　34-4

レイヤ 3 インターフェイス　　35-6
ロードバランシング　　34-8, 34-19
論理インターフェイス、説明　　34-4

EtherChannel ガード
イネーブル化　　20-18

説明　　20-11
ディセーブル化　　20-19

EUI　　36-3
Express Setup　　1-3
『Getting Started Guide』も参照

Extended Universal Identifier
EUI を参照

Extensible Authentication Protocol over LAN　　10-2
External BGP

EBGP を参照

F

Fast Uplink Transition Protocol　　20-7
FIB　　35-78
Flex Link
設定　　21-6
設定時の注意事項　　21-5
説明　　21-2
デフォルト設定　　21-5
表示　　21-9

Forwarding Information Base
FIB を参照

FTP
MIB ファイルへのアクセス　　A-4
イメージ ファイル
アップロード　　B-30
サーバの準備　　B-27
ダウンロード　　B-28
古いイメージの削除　　B-30

コンフィギュレーション ファイル
アップロード　　B-15
概要　　B-13
サーバの準備　　B-14
ダウンロード　　B-14

G

get-bulk-request 動作　　31-4
get-next-request 動作　　31-4, 31-5
get-request 動作　　31-4, 31-5
get-response 動作　　31-4
GUI
デバイス マネージャおよび Network Assistant を参

照
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H

hello タイム
MSTP　　19-25
STP　　18-23

Hot Standby Router Protocol
HSRP を参照

HP OpenView　　1-5
HSRP

ICMP リダイレクト メッセージのサポート　　
39-11

概要　　39-2
クラスタ グループにバインド　　39-11
クラスタ スタンバイ グループの考慮事項　　6-12
クラスタ、クラスタ スタンバイ グループ、スタン

バイ コマンド スイッチも参照
コマンドスイッチの冗長性　　1-2, 1-6
自動クラスタ リカバリ　　6-13
スイッチ スタックの考慮事項　　39-4
設定　　39-5
タイマー　　39-10
注意事項　　39-5
追跡　　39-7
定義　　39-1
デフォルト設定　　39-5
認証ストリング　　39-10
表示　　39-12
プライオリティ　　39-7
ルーティングの冗長構成　　1-10

HTTP over SSL
HTTPS を参照

HTTP セキュア サーバ　　9-44
HTTPS　　9-44
自己署名証明書　　9-45
設定　　9-48

I

IBGP　　35-45
ICMP

IPv6　　36-4
time-to-live-exceeded メッセージ　　43-22
traceroute　　43-22
unreachable メッセージと IPv6　　38-4
サポート　　1-10
到達不能メッセージ　　32-21
到達不能、ACL　　32-23

リダイレクト メッセージ　　35-14
ICMP ping
概要　　43-18
実行　　43-18

ICMP Router Discovery Protocol
IRDP を参照

ICMPv6　　36-4
IDS 装置
入力 RSPAN　　28-22
入力 SPAN　　28-15

IE2100
CNS エンベデッド エージェント
イベント エージェントのイネーブル化　　4-9
コンフィギュレーション エージェントのイ

ネーブル化　　4-10
自動設定のイネーブル化　　4-8
説明　　4-6

Configuration Registrar
configID、deviceID、ホスト名　　4-4
イベント サービス　　4-3
コンフィギュレーション サービス　　4-3
説明　　4-2

IEEE 802.1D
STP を参照

IEEE 802.1p　　15-2
IEEE 802.1Q
カプセル化　　13-20
設定に関する注意事項　　13-22
タグなしトラフィック用ネイティブ VLAN　　

13-27
トランク ポート　　11-4
トンネリング

説明　　17-2
デフォルト　　17-5
他の機能との互換性　　17-7

トンネル ポート　　17-7
IEEE 802.1s

MSTP を参照
IEEE 802.1w

RSTP を参照
IEEE 802.1x
ポートベースの認証も参照

IEEE 802.1x で許可されたポート　　10-4
IEEE 802.1x で無許可のポート　　10-4
IEEE 802.3ad

EtherChannel を参照
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IEEE 802.3af
PoE を参照

IEEE 802.3x フロー制御　　11-21
ifIndex 値、SNMP　　31-6
IFS　　1-6
IGMP

Join メッセージ　　24-3
概要　　40-2
キャッシュ エントリの削除　　40-55
クエリー　　24-4
グループへのアクセスの制御　　40-31
高速スイッチング　　40-35
サポート　　1-4
サポートされるバージョン　　24-3
スイッチの設定

グループのメンバー　　40-30
スタティックに接続されたメンバー　　40-35

設定可能脱退タイマー

イネーブル化　　24-12
説明　　24-6

即時脱退処理、イネーブル化　　24-12, 37-10
デフォルト設定　　40-30
統計情報の表示　　40-56
バージョン 1
説明　　40-3
バージョン 2 への変更　　40-32

バージョン 2
クエリー タイムアウト　　40-34
グループのプルーニング　　40-34
最大クエリー応答時間　　40-34
説明　　40-3
バージョン 1 への変更　　40-32

フラッディング マルチキャスト トラフィック
インターフェイスでのディセーブル化　　

24-14
クエリーの促進　　24-14
グローバル Leave　　24-14
時間の制御　　24-13
フラッディング モードからの回復　　24-14

ホストクエリー インターバル、変更　　40-33
マルチキャスト グループからの脱退　　24-5
マルチキャスト グループへの加入　　24-3
マルチキャストの到達可能性　　40-30
レポート抑制

説明　　24-6
ディセーブル化　　24-17, 37-12

IGMP グループ
最大数の設定　　24-31
フィルタリングの設定　　24-33

IGMP スヌーピング
VLAN 設定　　24-9
アドレスのエイリアス　　24-2
イネーブル化またはディセーブル化　　24-8, 37-7
クエリア

設定　　24-15
設定時の注意事項　　24-15

グローバル設定　　24-8
サポート　　1-4
サポートされるバージョン　　24-3
スイッチ スタック内　　24-7
スタックの変更　　24-7
設定　　24-8
即時脱退　　24-5
定義　　24-2
デフォルト設定　　24-8, 37-6, 37-7
表示　　24-18, 37-13
方式　　24-9

IGMP スロットリング
設定　　24-32
説明　　24-28
デフォルト設定　　24-29
表示　　24-33

IGMP 即時脱退
イネーブル化　　24-12
設定時の注意事項　　24-12
説明　　24-5

IGMP フィルタリング
サポート　　1-5
設定　　24-29
説明　　24-28
デフォルト設定　　24-29
表示　　24-33

IGMP プロファイル
コンフィギュレーション モード　　24-29
設定　　24-29
適用　　24-30

IGP　　35-28
Intelligence Engine 2100 シリーズ CNS エージェント

 IE2100 を参照
interface range macro コマンド　　11-14
interface コマンド　　11-11‐ 11-12
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Interior Gateway Protocol
IGP を参照

Internal BGP
IBGP を参照

Internet Control Message Protocol
ICMP を参照

Internet Group Management Protocol
IGMP を参照

IP ACL
QoS 分類　　33-7
暗黙的な拒否　　32-11, 32-16
暗黙的なマスク　　32-11
名前指定　　32-16
未定義　　32-22

ip cef distributed コマンド　　35-78
ip igmp profile コマンド　　24-29
IP Phone

QoS　　15-2
QoS によるポート セキュリティの確保　　33-38
QoS の信頼境界　　33-38
自動的な分類とキューイング　　33-21
設定　　15-5

IP precedence　　33-2
IP traceroute
概要　　43-22
実行　　43-22

IP アドレス
128 ビット　　36-2
IP 情報も参照
IP ルーティング用　　35-7
IPv6　　36-2
MAC アドレスとの相互作用　　35-11
解決　　7-28
クラス　　35-8
クラスタ アクセス　　6-2
候補またはメンバー スイッチ　　6-4, 6-14
コマンド スイッチ　　6-3, 6-12, 6-14
冗長クラスタ　　6-12
スタンバイ コマンド スイッチ　　6-12, 6-14
デフォルト設定　　35-7
表示　　35-20

IP サービス イメージ　　1-2
IP 指定ブロードキャスト　　35-16
IP 情報
デフォルト設定　　3-4

割り当て

DHCP ベースの自動設定の使用　　3-4
手動　　3-11

IP ソース ガード
802.1x　　22-19
DHCP スヌーピング　　22-17
EtherChannel　　22-19
TCAM エントリ　　22-19
VRF　　22-19
イネーブル化　　22-20
スタティック バインディング
削除　　22-20
追加　　22-20

設定時の注意事項　　22-19
説明　　22-17
送信元 IP アドレス、フィルタリング　　22-17
送信元 IP および MAC アドレス フィルタリング　

　22-18
ディセーブル化　　22-20
デフォルト設定　　22-19
トランク インターフェイス　　22-19
バインディング テーブル　　22-17
バインディング設定

自動　　22-17
手動　　22-17

表示

設定　　22-21
バインディング　　22-21

フィルタリング

送信元 IP アドレス　　22-17
送信元 IP および MAC アドレス　　22-18

プライベート VLAN　　22-19
ポート セキュリティ　　22-19
ルーテッド ポート　　22-19

IP ブロードキャスト アドレス　　35-18
IP プロトコル

ACL 内　　32-13
ルーティング　　1-10

IP ベース イメージ　　1-2
IP マルチキャスト ルーティング

CGMP も参照
DVMRP も参照
IGMP スヌーピング　　24-2
IGMP も参照
MBONE

sdr キャッシュ エントリの削除　　40-55
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sdr キャッシュ エントリの存続時間の制限　　
40-38

sdr キャッシュの表示　　40-56
sdr リスナー サポート機能のイネーブル化　　

40-37
Session Directory（sdr）ツール、説明　　40-37
アドバタイズされる DVMRP ルートの制限　　

40-50
会議セッション アナウンスメント用の SAP パ

ケット　　40-37
説明　　40-37

PIM も参照
PIMv1 および PIMv2 のインターオペラビリティ

　40-10
Reverse Path Forwarding（RPF）チェック　　40-6
RP

PIMv2 BSR の設定　　40-20
自動 RP および BSR の使用法　　40-24
自動 RP の設定　　40-15
手動割り当て　　40-14
マッピング情報の表示　　40-25

アドレス

すべてのシステム　　40-3
すべてのマルチキャスト ルータ　　40-3
ホスト グループ アドレス範囲　　40-3

イネーブル化

PIM モード　　40-13
マルチキャスト転送　　40-12

管理の有効範囲付き境界、説明　　40-38
グループ /RP マッピング

BSR　　40-6
自動 RP　　40-5

シスコの実装　　40-2
自動 RP

BSR との使用法　　40-24
概要　　40-5
既存の SM クラウドへの追加　　40-16
キャッシュのクリア　　40-55
候補 RP スプーフィングの禁止　　40-18
新規インターネットワークでの設定　　40-16
設定時の注意事項　　40-11
着信 RP アナウンスメント メッセージのフィル

タリング　　40-18
問題のある RP への Join メッセージの送信禁止

　　40-18
利点　　40-15

スタック構成

スタック マスターの機能　　40-9

スタック メンバーの機能　　40-9
設定

IP マルチキャスト境界　　40-38
基本的なマルチキャスト ルーティング　　

40-12
デフォルト設定　　40-10
統計情報、システムおよびネットワークの表示　

　40-55
表示

パケット速度および損失情報　　40-56
パスのトレース　　40-56
ピアリング デバイス　　40-56

ブートストラップ ルータ
IP マルチキャスト境界の定義　　40-21
PIM ドメイン境界の定義　　40-20
概要　　40-6
候補 BSR の設定　　40-22
候補 RP の設定　　40-23
自動 RP との使用法　　40-24
設定時の注意事項　　40-11

プロトコルの動作　　40-2
マルチキャスト転送、説明　　40-6
ルーティング テーブル
削除　　40-55
表示　　40-56

IP ユニキャスト ルーティング
ARP　　35-11
BGP も参照
EIGRP も参照
EtherChannel レイヤ 3 インターフェイス　　35-6
IGP　　35-28
IP アドレス
クラス　　35-8
設定　　35-7

IPv6　　36-3
IRDP　　35-14
MAC アドレスおよび IP アドレス　　35-11
OSPF も参照
RIP も参照
SVI を使用　　35-6
UDP　　35-17
VLAN 間　　35-3
アドレス解決　　35-11
イネーブル化　　35-21
管理距離　　35-80, 35-90
逆アドレス解決　　35-11
クラスレス ルーティング　　35-9
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再配信　　35-82
サブネット ゼロ　　35-8
サブネット マスク　　35-8
指定ブロードキャスト　　35-16
スーパーネット　　35-9
スタティック ルーティング　　35-4
スタティック ルートの設定　　35-80
設定手順　　35-6
ダイナミック ルーティング　　35-4
ディセーブル化　　35-21
デフォルト

アドレス指定の設定　　35-7
ゲートウェイ　　35-14
ネットワーク　　35-81
ルーティング　　35-3
ルート　　35-81

認証鍵　　35-91
パッシブ インターフェイス　　35-89
ブロードキャスト

アドレス　　35-18
ストーム　　35-16
パケット　　35-16
フラッディング　　35-19

プロキシ ARP　　35-11
プロトコル

ダイナミック　　35-4
ディスタンス ベクタ　　35-4
リンク ステート　　35-4

ルーテッド ポート　　35-6
レイヤ 3 インターフェイス　　35-6
レイヤ 3 インターフェイスへの IP アドレスの割り

当て　　35-8
IP ルーティング
イネーブル化　　35-21
インターフェイスの接続　　11-10
ディセーブル化　　35-21

IP ルート、表示　　35-92
IPv4 ACL
インターフェイスへの適用　　32-21
拡張、作成　　32-11
名前指定　　32-16
標準、作成　　32-10

IPv4 および IPv6
インターフェイス上の設定　　36-14
相違　　36-2
デュアル プロトコル スタック　　36-6

IPv6
ACL
一致条件　　38-3
サポート　　38-2
制限　　38-3
表示　　38-9
ポート　　38-2
優先　　38-2
ルータ　　38-2

CEFv6　　36-16
ICMP　　36-4
ICMP レート制限　　36-16
OSPF　　36-21
RIP　　36-19
SDM テンプレート　　8-3, 36-9, 37-1, 38-1
アドレス　　36-2
アドレス形式　　36-3
アドレスの割り当て　　36-11
アプリケーション　　36-5
イネーブル化　　36-11
機能の制限事項　　36-7
サポートされていない機能　　36-6
サポートされている機能　　36-3
自動設定　　36-5
スイッチ スタック　　36-8
スイッチの制限　　36-7
スタック マスターの機能　　36-8
スタティック ルートの設定　　36-17
定義　　36-1
デフォルト設定　　36-11
パス MTU 検出　　36-4
表示　　36-24
目的　　36-2
利点　　36-2

IPv6 トラフィック、フィルタリング　　38-4
IRDP
サポート　　1-10
設定　　35-14
定義　　35-14

ISL
IEEE 802.1Q トンネリングによるトランキング　　

17-5
IPv6　　36-3
カプセル化　　1-7, 13-20
トランク ポート　　11-4
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J

Join メッセージ、IGMP　　24-3

K

KDC
Kerberos を参照
説明　　9-33

Kerberos
KDC　　9-33
TGT　　9-35
暗号化ソフトウェア イメージ　　9-33
サーバ　　9-35
サポート　　1-9
証明書　　9-33
信頼できるサード パーティとしてのスイッチ　　

9-33
設定　　9-37
設定例　　9-33
説明　　9-33
チケット　　9-33
動作　　9-35
認証

KDC　　9-36
境界スイッチ　　9-36
ネットワーク サービス　　9-36

用語　　9-34
レルム　　9-35

L

l2protocol-tunnel コマンド　　17-15
LACP

EtherChannel を参照
レイヤ 2 プロトコル トンネリング　　17-10

LDAP　　4-3
LED、スイッチ
ハードウェア インストレーション ガイドを参照

Lightweight Directory Access Protocol
LDAP を参照

Link State Advertisement（LSA）　　35-33
Long-Reach Ethernet（LRE）テクノロジー　　1-16, 1-22
LRE プロファイル、スイッチ クラスタ内の考慮事項　
　6-17

M

MAC アドレス
ACL 内　　32-29
IP アドレスとの相互作用　　35-11
IP ソース バインディング テーブルの表示　　22-21
VLAN との対応付け　　7-22
アドレス テーブルの作成　　7-21
エージング タイム　　7-22
解決　　7-28
スタティック

削除　　7-26
設定　　7-27
追加　　7-25
特性　　7-25
廃棄　　7-27

ダイナミック

削除　　7-23
ラーニング　　7-21

デフォルト設定　　7-22
表示　　7-28

MAC アドレス通知、サポート　　1-11
MAC アドレステーブル移動更新
設定　　21-6
設定時の注意事項　　21-5
説明　　21-3
デフォルト設定　　21-5
表示　　21-9

MAC アドレスと VLAN のマッピング　　13-32
MAC 拡張 ACL

QoS の設定　　33-45
QoS 分類　　33-5
作成　　32-29
定義　　32-29
レイヤ 2 インターフェイスへの適用　　32-30

maximum-paths コマンド　　35-53, 35-79
MHSRP　　39-4
MIB

FTP によるファイルへのアクセス　　A-4
SNMP との相互作用　　31-5
概要　　31-2
サポート　　A-2
ファイルの場所　　A-4

Mini-point-of-presence
POP を参照
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MSDP
DM 領域

SA メッセージの送信　　41-16
発信元アドレスの指定　　41-17

MSDP 接続および統計情報のクリア　　41-18
SA メッセージ

TTL によるデータの制限　　41-13
アドバタイズされる送信元の制限　　41-9
キャッシュ エントリのクリア　　41-18
キャッシング　　41-6
着信のフィルタリング　　41-13
定義　　41-2
ピアからのフィルタリング　　41-10
ピアへのフィルタリング　　41-12
表示　　41-18

概要　　41-2
サポート　　1-11
参加遅延、定義　　41-6
送信元情報の制御

スイッチから発信　　41-9
スイッチで受信　　41-13
スイッチで転送　　41-11

デフォルト設定　　41-4
発信元アドレス、変更　　41-17
ピア

シャットダウン　　41-15
送信元情報の要求　　41-8
デフォルトの設定　　41-4
ピアリング関係、概要　　41-2
表示　　41-18

ピア RPF フラッディング　　41-2
フィルタリング

着信 SA メッセージ　　41-13
ピアからの SA 要求メッセージ　　41-10
ピアへの SA メッセージ　　41-12

メッシュ グループ
設定　　41-15
定義　　41-15

利点　　41-3
MSTP

BPDU ガード
イネーブル化　　20-15
説明　　20-3

BPDU フィルタリング
イネーブル化　　20-16
説明　　20-3

CIST リージョナル ルート　　19-4
CIST ルート　　19-6
CIST、説明　　19-4
CST
定義　　19-4
リージョン間の動作　　19-5

EtherChannel ガード
イネーブル化　　20-18
説明　　20-11

IEEE 802.1D とのインターオペラビリティ
移行プロセスの再起動　　19-28
説明　　19-10

IEEE 802.1s
実装　　19-7
ポート役割命名の変更　　19-7
用語　　19-6

IST
定義　　19-3
マスター　　19-4
リージョン内の動作　　19-4

MST リージョン
CIST　　19-4
IST　　19-3
サポートされるスパニングツリー インスタン

ス　　19-3
設定　　19-18
説明　　19-3
ホップ カウント メカニズム　　19-6

PortFast
イネーブル化　　20-13
説明　　20-2

PortFast イネーブル ポートのシャットダウン　　
20-3

VLAN と MST インスタンスのマッピング　　19-19
イネーブル化　　19-18
インターフェイス ステート、ブロッキングから

フォワーディング　　20-2
オプション機能のデフォルト設定　　20-13
概要　　19-3
拡張システム ID
セカンダリ ルート スイッチに対する影響　　

19-21
予期しない動作　　19-20
ルート スイッチへの影響　　19-20

境界ポート

設定時の注意事項　　19-18
説明　　19-7
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サポートされるインスタンス　　18-11
サポート対象のオプションの機能　　1-7
スタックの変更、作用　　19-9
ステータスの表示　　19-29
設定

hello タイム　　19-25
MST リージョン　　19-18
高速コンバージェンス用リンク タイプ　　

19-27
最大エージング タイム　　19-26
最大ホップ カウント　　19-27
スイッチ プライオリティ　　19-24
セカンダリ ルート スイッチ　　19-21
転送遅延時間　　19-26
ネイバ タイプ　　19-28
パス コスト　　19-23
ポート プライオリティ　　19-22
ルート スイッチ　　19-20

設定時の注意事項　　19-18, 20-13
デフォルト設定　　19-17
モード間のインターオペラビリティと下位互換性

　　18-12
ルート ガード
イネーブル化　　20-19
説明　　20-11

ルート スイッチ
拡張システム ID の影響　　19-20
設定　　19-20
予期しない動作　　19-20

ルート スイッチとしての選択の防止　　20-11
ループ ガード
イネーブル化　　20-20
説明　　20-12

Multicast Source Discovery Protocol
MSDP を参照

Multicast VLAN Registration
MVR を参照

Multiple HSRP
MHSRP を参照

MVR
IGMPv3　　24-23
アドレスのエイリアス　　24-23
アプリケーション例　　24-21
インターフェイスの設定　　24-25
グローバル パラメータの設定　　24-24
サポート　　1-5
スイッチ スタック内　　24-23

設定時の注意事項　　24-23
説明　　24-20
デフォルト設定　　24-23
表示　　24-27
マルチキャスト TV アプリケーション　　24-21
モード　　24-24

N

NameSpace Mapper
 NSM を参照

Network Assistant
イメージ ファイルのダウンロード　　1-3
ウィザード　　1-3
ガイド モード　　1-3
管理オプション　　1-3
スイッチ スタックの管理　　5-2, 5-17
スイッチのアップグレード　　B-21
説明　　1-5
要件　　xliii
利点　　1-3

Network Time Protocol
NTP を参照

no switchport コマンド　　11-5
no コマンド　　2-5
not-so-stubby area

NSSA を参照
NSM　　4-3
NSSA、OSPF　　35-33
NTP
アクセスの制限

アクセス グループの作成　　7-10
特定のインターフェイスでの NTP サービスの

ディセーブル化　　7-11
アソシエーション

サーバ　　7-7
定義　　7-3
認証　　7-6
ピア　　7-7
ブロードキャスト メッセージのイネーブル化

　　7-8
概要　　7-3
サポート　　1-6
時刻

サービス　　7-3
同期化　　7-3
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ストラタム　　7-3
設定の表示　　7-12
送信元 IP アドレス、設定　　7-11
デバイスの同期化　　7-7
デフォルト設定　　7-5

O

Open Shortest Path First
OSPF を参照

OSPF
IPv6　　36-21
LSA グループ同期　　35-36
インターフェイス パラメータ、設定　　35-31
エリア パラメータ、設定　　35-33
仮想リンク　　35-34
サポート　　1-10
設定　　35-30
説明　　35-28
デフォルト設定

設定　　35-29
メトリック　　35-34
ルート　　35-34

表示　　35-37
ルータ ID　　35-36
ルート サマライズ　　35-34

P

PAgP
EtherChannel を参照
レイヤ 2 プロトコル トンネリング　　17-10

PBR
PBR を参照

PC（パッシブ コマンド スイッチ）　　6-11
PE デバイス　　35-68
PE と CE のルーティング、設定　　35-72
PIM

dense（密）モード
RPF チェック　　40-7
概要　　40-4
ランデブー ポイント（RP）、説明　　40-5

sparse（疎）モード
Join メッセージおよび共有ツリー　　40-5
RPF チェック　　40-7
概要　　40-5

プルーニング メッセージ　　40-5
SPT、使用の延期　　40-27
概要　　40-3
共有ツリーおよび送信元ツリー、概要　　40-26
サポート　　1-11
デフォルト設定　　40-10
ネイバの表示　　40-56
バージョン

v2 の改善点　　40-4
インターオペラビリティ　　40-10
インターオペラビリティに関するトラブル

シューティング　　40-25
モードのイネーブル化　　40-13
ルータクエリー メッセージ インターバル、変更　

　40-29
PIM/DVMRP、スヌーピング方式　　24-9
ping
概要　　43-18
実行　　43-18
文字出力の説明　　43-19

PoE
auto モード　　11-9
CDP に対する電力ネゴシエーション拡張機能　　

11-7
IEEE 電力分類レベル　　11-8
static モード　　11-9
サポートされるポート単位のワット数　　11-7
サポート対象規格　　11-7
サポート対象デバイス　　11-7
シスコ インテリジェント電力管理　　11-7
受電装置の検出および初期電力割り当て　　11-8
消費電力付き CDP、説明　　11-7
設定　　11-23
低出力モードで稼働する高出力デバイス　　11-7
電力管理モード　　11-9
電力消費　　11-24
電力ネゴシエーション付き CDP、説明　　11-7
トラブルシューティング　　43-16
パワー バジェット　　11-24

POP　　1-22
PortFast
イネーブル化　　20-13
サポート　　1-7
説明　　20-2
モード、スパニングツリー　　13-33

Power over Ethernet
PoE を参照



Index

16
Catalyst 3750 スイッチ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

78-16180-06-J

Protocol-Independent Multicast Protocol
PIM を参照

PVST+
IEEE 802.1Q トランクのインターオペラビリティ　

　18-12
サポートされるインスタンス　　18-11
説明　　18-11

Q

QoS
DSCP トランスペアレンシ　　33-39
IP Phone
検出および信頼設定　　33-21, 33-38
自動的な分類とキューイング　　33-21

MQC コマンド　　33-1
QoS ラベル、定義　　33-4
暗黙的な拒否　　33-7
概要　　33-2
書き換え　　33-20
基本モデル　　33-3
キュー

SRR、説明　　33-14
WTD、説明　　33-13
出力キューの特性の設定　　33-71
高いプライオリティ（緊急）　　33-19, 33-78
入力キューの特性の設定　　33-67
場所　　33-13

クラス マップ
設定　　33-46
表示　　33-80

グローバルなイネーブル化　　33-35
サポート　　1-9
自動 QoS

VoIP 用にイネーブル化　　33-26
実行コンフィギュレーションに対する影響　　

33-25
初期設定の表示　　33-30
生成されるコマンドの表示　　33-27
生成されるコマンドのリスト　　33-23
設定時の注意事項　　33-25
設定とデフォルトの表示　　33-30
設定例　　33-28
説明　　33-21
ディセーブル化　　33-27
デフォルト出力キュー　　33-22

デフォルト入力キュー　　33-22
トラフィックの分類　　33-21

出力インターフェイスの帯域幅の制限　　33-79
出力キュー

DSCP または CoS 値のマッピング　　33-74
SRR の共有ウェイトの設定　　33-77
SRR のシェーピング ウェイトの設定　　33-76
WTD スレッシュホールドの設定　　33-72
WTD、説明　　33-19
スケジューリング、説明　　33-4
スレッシュホールド マップの表示　　33-75
説明　　33-4
バッファ スペースの割り当て　　33-72
バッファ割り当て方式、説明　　33-18
フローチャート　　33-17

信頼状態

信頼されたデバイス　　33-38
説明　　33-5
ドメイン内　　33-36
別のドメインとの境界　　33-40

設定

DSCP トランスペアレンシ　　33-39
DSCP マップ　　33-61
IP 拡張 ACL　　33-43
IP 標準 ACL　　33-42
MAC ACL　　33-45
自動 QoS　　33-21
集約ポリサー　　33-59
出力キューの特性　　33-71
信頼境界　　33-38
デフォルトのポート CoS 値　　33-37
ドメイン内のポートの信頼状態　　33-36
入力キューの特性　　33-67
物理ポートのポリシー マップ　　33-48
別のドメインとの境界の DSCP 信頼状態　　

33-40
ポリシー マップ、階層型　　33-52

設定時の注意事項

自動 QoS　　33-25
標準 QoS　　33-33

デフォルトの自動設定　　33-21
統計情報の表示　　33-80
入力キュー

DSCP または CoS 値のマッピング　　33-68
SRR の共有ウェイトの設定　　33-70
WTD スレッシュホールドの設定　　33-68



Index

17
Catalyst 3750 スイッチ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

78-16180-06-J

WTD、説明　　33-16
スケジューリング、説明　　33-4
スレッシュホールド マップの表示　　33-68
説明　　33-4
帯域幅の割り当て　　33-70
バッファ スペースの割り当て　　33-69
バッファおよび帯域幅の割り当て、説明　　

33-16
プライオリティ キュー、設定　　33-70
プライオリティ キュー、説明　　33-16
フローチャート　　33-15

パケットの変更　　33-20
標準 QoS のデフォルト設定　　33-31
フローチャート

出力ポートのキューイングおよびスケジューリ
ング　　33-17

入力ポートのキューイングおよびスケジューリ
ング　　33-15

分類　　33-6
ポリシングおよびマーキング　　33-10

分類

CoS の信頼、説明　　33-5
DSCP トランスペアレンシ、説明　　33-39
DSCP の信頼、説明　　33-5
IP ACL、説明　　33-5, 33-7
IP precedence の信頼、説明　　33-5
IP トラフィックのオプション　　33-5
MAC ACL、説明　　33-5, 33-7
クラス マップ、説明　　33-7
定義　　33-4
転送処理　　33-3
非 IP トラフィックのオプション　　33-5
フレームおよびパケット　　33-3
フローチャート　　33-6
ポリシー マップ、説明　　33-7

ポリサー

個数　　33-34
設定　　33-51, 33-56, 33-59
説明　　33-8
タイプ　　33-9
表示　　33-80

ポリシー マップ
SVI 上の階層型　　33-52
階層型　　33-8
特性　　33-48
表示　　33-80
物理ポートの非階層型　　33-48

ポリシー、インターフェイスへの付加　　33-9
ポリシング

説明　　33-4, 33-8
トークン バケット アルゴリズム　　33-9

マーキング、説明　　33-4, 33-8
マークダウン　　33-51, 33-56
マッピング テーブル

CoS/DSCP　　33-61
DSCP/CoS　　33-65
DSCP/DSCP 変換　　33-66
IP precedence/DSCP　　33-63
タイプ　　33-12
表示　　33-80
ポリシング設定 DSCP　　33-64

QoS の CoS 出力キュー スレッシュホールド マップ　　
33-19
QoS の CoS 入力キュー スレッシュホールド マップ　　
33-16
QoS の CoS/DSCP マップ　　33-61
QoS の DSCP 出力キュー スレッシュホールド マップ　
　33-19
QoS の DSCP 入力キュー スレッシュホールド マップ　
　33-16
QoS の DSCP/CoS マップ　　33-65
QoS の DSCP/DSCP 変換マップ　　33-66
QoS の IP precedence/DSCP マップ　　33-63
QoS の緊急キュー　　33-78
QoS の信頼境界　　33-38
QoS のポリシー マップ

SVI 上の階層型
設定　　33-52
設定時の注意事項　　33-33
説明　　33-11

階層型　　33-8
説明　　33-7
特性　　33-48
表示　　33-80
物理ポートの非階層型

設定　　33-48
設定時の注意事項　　33-33
説明　　33-9

QoS のポリシング設定 DSCP マップ　　33-64
QoS のマッピング テーブル
設定

CoS/DSCP　　33-61
DSCP　　33-61
DSCP/CoS　　33-65



Index

18
Catalyst 3750 スイッチ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

78-16180-06-J

DSCP/DSCP 変換　　33-66
IP precedence/DSCP　　33-63
ポリシング設定 DSCP　　33-64

説明　　33-12

R

RADIUS
AAA サーバ グループの定義　　9-26
アトリビュート

ベンダー固有　　9-30, 9-32
概要　　9-19
クラスタ内　　6-17
サーバの識別　　9-22
サポート　　1-9
設定

アカウンティング　　9-29
許可　　9-28
通信、グローバル　　9-22, 9-30
通信、サーバ単位　　9-22
認証　　9-24
複数の UDP ポート　　9-22

設定の表示　　9-32
デフォルト設定　　9-22
動作　　9-21
ネットワーク環境　　9-19
方式リスト、定義　　9-21
ユーザがアクセスするサービスの追跡　　9-29
ユーザへのサービスの制限　　9-28

Rapid Per-VLAN Spanning-Tree Plus
Rapid PVST+ を参照

Rapid PVST+
IEEE 802.1Q トランクのインターオペラビリティ　

　18-12
サポートされるインスタンス　　18-11
説明　　18-11

Rapid Spanning-Tree Protocol
RSTP を参照

RARP　　35-11
rcommand コマンド　　6-18
RCP
イメージ ファイル
アップロード　　B-35
サーバの準備　　B-32
ダウンロード　　B-33
古いイメージの削除　　B-35

コンフィギュレーション ファイル
アップロード　　B-19
概要　　B-16
サーバの準備　　B-17
ダウンロード　　B-18

Remote Authentication Dial-In User Service
RADIUS を参照

Remote Copy Protocol
RCP を参照

Remote Network Monitoring
RMON を参照

Remote SPAN　　28-4
RSPAN を参照

Reverse Address Resolution Protocol
RARP を参照

RFC
1058、RIP　　35-22
1157、SNMPv1　　31-2
1166、IP アドレス　　35-8
1253、OSPF　　35-28
1163、BGP　　35-45
1267、BGP　　35-45
1771、BGP　　35-45
1305、NTP　　7-3
1587、NSSA　　35-28
1757、RMON　　29-2
1901、SNMPv2C　　31-2
1902 ～ 1907、SNMPv2　　31-2
1112、IP マルチキャストおよび IGMP　　24-2
2236、IP マルチキャストおよび IGMP　　24-2
2273 ～ 2275、SNMPv3　　31-2

RIP
IPv6　　36-19
アドバタイズ　　35-22
サポート　　1-10
サマリー アドレス　　35-25
スプリット ホライズン　　35-25
設定　　35-23
説明　　35-22
デフォルト設定　　35-22
認証　　35-25
ホップ カウント　　35-22

RMON
アラームおよびイベントのイネーブル化　　29-3
概要　　29-2
サポート　　1-11



Index

19
Catalyst 3750 スイッチ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

78-16180-06-J

サポートされているグループ　　29-2
ステータスの表示　　29-6
デフォルト設定　　29-3
統計情報

グループ イーサネットの収集　　29-5
グループ履歴の収集　　29-4

route-map コマンド　　35-87
Routing Information Protocol

RIP を参照
RSPAN　　28-4

VLAN ベース　　28-7
宛先ポート　　28-8
概要　　1-11, 28-2
受信トラフィック　　28-6
スイッチ スタック内　　28-3
スタックの変更　　28-10
ステータスの表示　　28-25
セッション

作成　　28-19
送信元トラフィックの特定の VLAN への制限

　　28-24
定義　　28-4
入力トラフィックのイネーブル化　　28-22
モニタ対象ポートの指定　　28-19

セッション限度　　28-11
設定時の注意事項　　28-18
送信されたトラフィック　　28-6
送信元ポート　　28-7
デフォルト設定　　28-11
特性　　28-9
他の機能との相互作用　　28-9
モニタ側ポート　　28-8
モニタ対象ポート　　28-7

RSTP
BPDU
形式　　19-14
処理　　19-15

IEEE 802.1D とのインターオペラビリティ
移行プロセスの再起動　　19-28
説明　　19-10
トポロジーの変更　　19-15

MSTP も参照
アクティブ トポロジー　　19-11
概要　　19-11
高速コンバージェンス

エッジ ポートおよび PortFast　　19-12

クロススタック高速コンバージェンス　　
19-12

説明　　19-12
ポイントツーポイント リンク　　19-12, 19-27
ルート ポート　　19-12

指定スイッチ、定義　　19-11
指定ポート、定義　　19-11
提案合意ハンドシェイク プロセス　　19-12
ポートの役割

説明　　19-11
同期化　　19-13

ルート ポート、定義　　19-11

S

SC（スタンバイ コマンド スイッチ）　　6-11
SDM
スイッチ スタックの考慮事項　　5-10
説明　　8-1
テンプレート

個数　　8-2
設定　　8-7

SDM テンプレート
アグリゲータ　　8-2
設定　　8-6
設定時の注意事項　　8-6
タイプ　　8-2
デスクトップ　　8-2
デュアル IPv4/IPv6　　8-3

SDM 不一致モード　　5-11, 8-4
Secure Shell

SSH を参照
Secure Socket Layer

SSL を参照
set-request 動作　　31-5
SFP
ステータスの表示　　43-17
ステータスのモニタ　　11-31, 43-17
セキュリティと識別　　43-17
番号　　11-12

Shaped Round Robin
SRR を参照

show access-lists hardware counters コマンド　　32-23
show cdp traffic コマンド　　26-6
show cluster members コマンド　　6-18
show configuration コマンド　　11-26



Index

20
Catalyst 3750 スイッチ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

78-16180-06-J

show forward コマンド　　43-27
show interfaces コマンド　　11-20, 11-26
show l2protocol コマンド　　17-15, 17-17, 17-18
show platform forward コマンド　　43-27
show running-config コマンド

ACL の表示　　32-21, 32-22, 32-33, 32-36
インターフェイスに関する記述の追加　　11-26

show および more コマンド出力のフィルタリング　　
2-10
show および more コマンドの出力のフィルタリング　
　2-10
Small Form-factor Pluggable（SFP）モジュール

SFP を参照
SmartPort マクロ

Web サイト　　12-2
グローバル パラメータ値の適用　　12-5, 12-7
作成　　12-4
シスコのデフォルト マクロの適用　　12-7
設定時の注意事項　　12-3
定義　　12-2
デフォルト設定　　12-3
トレーシング　　12-3
パラメータ値の適用　　12-5, 12-7
表示　　12-8
マクロの適用　　12-5

SNAP　　26-2
SNMP

ifIndex 値　　31-6
MIB
サポート　　A-1
場所　　A-4

MIB 変数へのアクセス　　31-5
NMS への Syslog メッセージの制限　　30-11
TFTP サーバのアクセス制限　　31-16
インフォーム

traps キーワード　　31-12
イネーブル化　　31-15
説明　　31-5
ディセーブル化　　31-16
トラップとの違い　　31-6

エージェント

説明　　31-4
ディセーブル化　　31-8

エンジン ID　　31-8
概要　　31-2, 31-5
クラスタ内　　6-15
クラスタの管理　　6-19

グループ　　31-7, 31-10
コミュニティ ストリング
概要　　31-4
クラスタ スイッチ　　31-4
設定　　31-9

サポートされるバージョン　　31-2
システム コンタクトおよびロケーション　　31-16
ステータスの表示　　31-18
セキュリティ レベル　　31-3
設定例　　31-17
帯域内管理　　1-6
通知　　31-5
デフォルト設定　　31-7
トラップ

MAC アドレス通知のイネーブル化　　7-23
イネーブル化　　31-12
インフォームとの相違　　31-6
概要　　31-2, 31-5
説明　　31-4, 31-5
タイプ　　31-12
ディセーブル化　　31-16

トラップ マネージャ、設定　　31-14
認証レベル　　31-11
ホスト　　31-7
マネージャ機能　　1-5, 31-4
ユーザ　　31-7, 31-10

SNMPv1　　31-3
SNMPv2C　　31-3
SNMPv3　　31-3
SPAN

VLAN ベース　　28-7
宛先ポート　　28-8
概要　　1-11, 28-2
受信トラフィック　　28-6
スタックの変更　　28-10
ステータスの表示　　28-25
セッション

宛先（モニタ側）ポートの削除　　28-14
作成　　28-12
送信元トラフィックの特定の VLAN への制限

　　28-17
定義　　28-4
入力転送の設定　　28-16, 28-23
入力トラフィックのイネーブル化　　28-15
モニタ対象ポートの指定　　28-12

セッション限度　　28-11



Index

21
Catalyst 3750 スイッチ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

78-16180-06-J

設定時の注意事項　　28-11
送信されたトラフィック　　28-6
送信元ポート　　28-7
デフォルト設定　　28-11
ポート、制限事項　　25-13
他の機能との相互作用　　28-9
モニタ側ポート　　28-8
モニタ対象ポート　　28-7

SPAN トラフィック　　28-6
SRR
共有モード　　33-14
サポート　　1-10
シェーピング モード　　33-14
設定

出力キューの共有ウェイト　　33-77
出力キューのシェーピング ウェイト　　33-76
入力キューの共有ウェイト　　33-70

説明　　33-14
SSH
暗号化ソフトウェア イメージ　　9-39
暗号化方式　　9-40
スイッチ スタックの考慮事項　　5-18, 9-39
設定　　9-40
説明　　1-6, 9-39
ユーザ認証方式、サポート対象　　9-40

SSL
暗号化ソフトウェア イメージ　　9-44
セキュア HTTP クライアントの設定　　9-49
セキュア HTTP サーバの設定　　9-48
設定時の注意事項　　9-47
説明　　9-44
表示　　9-50

StackWise テクノロジー、Cisco　　1-3
スタック、スイッチを参照

standby ip コマンド　　39-6
storm-control コマンド（ブロードキャスト）　　25-5
storm-control コマンド（マルチキャスト）　　25-5
storm-control コマンド（ユニキャスト）　　25-5
STP

BackboneFast
イネーブル化　　20-18
説明　　20-8
ディセーブル化　　20-18

BPDU ガード
イネーブル化　　20-15
説明　　20-3

ディセーブル化　　20-15
BPDU フィルタリング
イネーブル化　　20-16
説明　　20-3
ディセーブル化　　20-16

BPDU メッセージ交換　　18-3
CSUF
イネーブル化　　20-18
説明　　20-6

EtherChannel ガード
イネーブル化　　20-18
説明　　20-11
ディセーブル化　　20-19

IEEE 802.1D とブリッジ ID　　18-5
IEEE 802.1D とマルチキャスト アドレス　　18-10
IEEE 802.1Q トランクでの制約　　18-12
IEEE 802.1t と VLAN ID　　18-5
PortFast
イネーブル化　　20-13
説明　　20-2

PortFast イネーブル ポートのシャットダウン　　
20-3

UplinkFast
イネーブル化　　20-17
説明　　20-4

VLAN ブリッジ　　18-13
インターフェイス ステート
概要　　18-6
ディセーブル　　18-8
転送　　18-7, 18-8
ブロッキング　　18-7
ラーニング　　18-8
リスニング　　18-8

インターフェイス ステート、ブロッキングからフォ
ワーディング　　20-2

オプション機能のデフォルト設定　　20-13
下位 BPDU　　18-4
概要　　18-2
カウンタ、クリア　　18-26
拡張システム ID
概要　　18-5
セカンダリ ルート スイッチの影響　　18-19
予期しない動作　　18-18
ルート スイッチへの影響　　18-17

間接リンク障害の検出　　20-8
キープアライブ メッセージ　　18-3
サポートされている機能　　1-7



Index

22
Catalyst 3750 スイッチ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

78-16180-06-J

サポートされるインスタンス　　18-11
サポートされるプロトコル　　18-11
サポートされるモード　　18-11
サポート対象のオプションの機能　　1-7
指定スイッチ、定義　　18-4
指定ポート、定義　　18-4
冗長接続　　18-9
スイッチ スタックでのルート ポートの選択　　

18-4
スタックの変更、作用　　18-13
ステータスの表示　　18-26
設定

hello タイム　　18-23
最大エージング タイム　　18-25
スイッチ プライオリティ　　18-22
スパニングツリー モード　　18-16
セカンダリ ルート スイッチ　　18-19
送信ホールド カウント
転送遅延時間　　18-24
パス コスト　　18-21
ポート プライオリティ　　18-20
ルート スイッチ　　18-17

設定時の注意事項　　18-15, 20-13
タイマー、説明　　18-23
ディセーブル化　　18-17
デフォルト設定　　18-14
パス コスト　　13-30, 13-31
負荷分散

概要　　13-28
パス コストの使用　　13-30
ポート プライオリティ　　13-28

ポート プライオリティ　　13-29
マルチキャスト アドレス、影響　　18-10
モード間のインターオペラビリティと下位互換性

　　18-12
優位 BPDU　　18-3
ルート ガード
イネーブル化　　20-19
説明　　20-11

ルート スイッチ
拡張システム ID の影響　　18-5, 18-17
設定　　18-17
選択　　18-4
予期しない動作　　18-18

ルート スイッチとしての選択の防止　　20-11
ルート ポート選択の時間短縮　　20-5
ルート ポート、定義　　18-4

ループ ガード
イネーブル化　　20-20
説明　　20-12

レイヤ 2 プロトコル トンネリング　　17-9
SunNet Manager　　1-5
SVI

IP ユニキャスト ルーティング　　35-6
VLAN 間のルーティング　　13-3
VLAN の接続　　11-10
定義　　11-5
ルータ ACL　　32-5

Switch Database Management
SDM を参照

Switched Port Analyzer
SPAN を参照

switchport block multicast コマンド　　25-9
switchport block unicast コマンド　　25-9
switchport mode dot1q-tunnel コマンド　　13-22, 17-8
switchport protected コマンド　　25-7
switchport コマンド　　11-17
syslog
システム メッセージのロギングを参照

T

TACACS+
アカウンティング、定義　　9-12
概要　　9-11
許可、定義　　9-12
クラスタ内　　6-17
サーバの識別　　9-14
サポート　　1-9
設定

アカウンティング　　9-18
許可　　9-17
認証鍵　　9-14
ログイン認証　　9-15

設定の表示　　9-18
デフォルト設定　　9-14
動作　　9-13
認証、定義　　9-12
ユーザがアクセスするサービスの追跡　　9-18
ユーザへのサービスの制限　　9-17

tar ファイル
イメージ ファイル形式　　B-22
作成　　B-6



Index

23
Catalyst 3750 スイッチ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

78-16180-06-J

抽出　　B-8
内容の表示　　B-7

TDR　　1-11
Telnet
管理インターフェイスへのアクセス　　2-11
接続数　　1-6
パスワードの設定　　9-7

Terminal Access Controller Access Control System Plus
TACACS+ を参照

TFTP
イメージ ファイル
アップロード　　B-26
サーバの準備　　B-23
削除　　B-25
ダウンロード　　B-24

コンフィギュレーション ファイル
アップロード　　B-12
サーバの準備　　B-11
ダウンロード　　B-12

サーバのアクセス制限　　31-16
自動設定の設定　　3-6
ベース ディレクトリのコンフィギュレーション 

ファイル　　3-7
TFTP サーバ　　1-5
Time Domain Reflector

TDR を参照
time-range コマンド　　32-18
ToS　　1-9
traceroute コマンド　　43-22

IP traceroute も参照
traceroute、レイヤ 2

ARP　　43-20
CDP　　43-20
IP アドレスおよびサブネット　　43-20
MAC アドレスおよび VLAN　　43-20
使用上の注意事項　　43-20
説明　　43-20
ブロードキャスト トラフィック　　43-20
ポートに複数のデバイス　　43-21
マルチキャスト トラフィック　　43-20
ユニキャスト トラフィック　　43-20

Type of Service
ToS を参照

U

UDLD
イネーブル化

インターフェイス単位　　27-7
グローバル　　27-6

インターフェイスのリセット　　27-8
エコーを用いた検出メカニズム　　27-3
概要　　27-2
近接データベース　　27-3
サポート　　1-6
ステータスの表示　　27-8
設定時の注意事項　　27-5
ディセーブル化

インターフェイス単位　　27-7
グローバル　　27-6
光ファイバ インターフェイス　　27-6

デフォルト設定　　27-5
リンク検出メカニズム　　27-2
レイヤ 2 プロトコル トンネリング　　17-12

UDLD によりシャットダウンされたインターフェイス
のリセット　　27-8
UDP、設定　　35-17
UNIX Syslog サーバ
サポートされているファシリティ　　30-13
デーモン設定　　30-12
メッセージ ロギングの設定　　30-13

UplinkFast
イネーブル化　　20-17
サポート　　1-7
説明　　20-4
ディセーブル化　　20-17

User Datagram Protocol
UDP、設定を参照

V

VLAN
1006 ～ 4094 の ID の設定　　13-15
config-vlan モードでの作成　　13-10
RSPAN による送信元トラフィックの制限　　28-24
SPAN による送信元トラフィックの制限　　28-17
STP および IEEE 802.1Q トランク　　18-12
SVI による接続　　11-10
VLAN データベースへの追加　　13-10
VLAN ブリッジ STP　　18-13, 42-2



Index

24
Catalyst 3750 スイッチ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

78-16180-06-J

VLAN 設定モードでの作成　　13-11
VTP モード　　14-4
拡張範囲　　13-1, 13-15
機能　　1-7
サービスプロバイダー ネットワークのカスタマー

番号　　17-3
削除　　13-12
サポート　　13-3
サポート数　　1-7
図　　13-2
スイッチ スタック内　　13-8
スタティック アクセス ポート　　13-13
スパニングツリー インスタンス　　13-3, 13-8,

13-16
設定　　13-1
設定オプション　　13-8
設定時の注意事項、標準範囲 VLAN　　13-7, 13-15
説明　　11-2, 13-2
ダイナミック アドレスの有効期間　　18-10
追加　　13-10
デフォルト設定　　13-9
トークン リング　　13-7
トラフィック　　13-3
トランク上での許可　　13-25
内部　　13-16
ネイティブ、設定　　13-27
パラメータ　　13-6
表示　　13-19
標準範囲　　13-1, 13-6
変更　　13-10
ポート メンバーシップ モード　　13-4
マルチキャスト　　24-20

VLAN 1 最小化　　13-25
VLAN 1、トランク ポート上でのディセーブル化　　
13-25
VLAN ACL

VLAN マップを参照
vlan database コマンド　　13-9
vlan dot1q tag native コマンド　　17-6
VLAN ID、検出　　7-28
VLAN Management Policy Server

VMPS を参照
VLAN Query Protocol

VQP を参照
VLAN Trunk Protocol

VTP を参照
VLAN 管理ドメイン　　14-3

VLAN 間ルーティング　　1-10, 35-3
vlan グローバル コンフィギュレーション コマンド　　
13-8
VLAN 設定
起動時　　13-9
保存　　13-9

VLAN 設定モード　　2-3, 13-9
VLAN 単位スパニングツリー

PVST+ を参照
VLAN データベース

VLAN 設定の保存　　13-9
VTP　　14-1
スタートアップ コンフィギュレーション ファイル

　　13-9
保存された VLAN　　13-6

VLAN トランク　　13-20
VLAN の削除　　13-12
VLAN フィルタリング、SPAN　　28-8
VLAN マップ

ACL および VLAN マップの例　　32-34
一般的な使用法　　32-36
サーバへのアクセス拒否例　　32-37
削除　　32-36
作成　　32-33
サポート　　1-8
設定　　32-31
設定時の注意事項　　32-32
定義　　32-3
適用　　32-35
配線クローゼットの構成例　　32-36
パケットの拒否および許可　　32-33
表示　　32-43

VLAN マップ エントリ、順序　　32-32
VLAN メンバーシップ
確認　　13-35
モード　　13-4

vlan.dat ファイル　　13-6
vlan-assignment 応答、VMPS　　13-32
VMPS

VLAN への MAC アドレスのマッピング　　13-32
管理　　13-36
構成例　　13-37
サーバ アドレスの入力　　13-34
再確認インターバル、変更　　13-36
再試行回数、変更　　13-36
設定時の注意事項　　13-33
説明　　13-32



Index

25
Catalyst 3750 スイッチ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

78-16180-06-J

ダイナミック ポート メンバーシップ
再確認　　13-36
説明　　13-33
トラブルシューティング　　13-37

デフォルト設定　　13-33
表示　　13-36
メンバーシップの確認　　13-35

Voice over IP　　15-2
VPN

VPN を参照
サービスプロバイダー ネットワーク　　35-67
転送　　35-69
ルーティングの設定　　35-71
ルート　　35-68

VPN ルーティングおよび転送テーブル
VRF を参照

VQP　　1-7, 13-32
VRF
定義　　35-69
テーブル　　35-67

VTP
アドバタイズ　　13-23, 14-4
拡張範囲 VLAN　　14-2
クライアント モード、設定　　14-12
コンフィギュレーション リビジョン番号
注意事項　　14-16
リセット　　14-17

サーバ モード、設定　　14-11
サポート　　1-7
使用方法　　14-2
整合性検査　　14-5
設定

VLAN 設定モード　　14-9
イネーブル EXEC モード　　14-8
クライアント モード　　14-12
グローバル コンフィギュレーション モード

　14-8
サーバ モード　　14-11
注意事項　　14-9
トランスペアレント モード　　14-13
保存　　14-9
要件　　14-10

設定の要件　　14-10
設定モード オプション　　14-8
説明　　14-2
ディセーブル化　　14-13

デフォルト設定　　14-8
統計情報　　14-17
トークン リングのサポート　　14-5
ドメイン　　14-3
ドメインへのクライアントの追加　　14-16
ドメイン名　　14-9
トランスペアレント モード、設定　　14-13
バージョン 1　　14-5
バージョン 2
イネーブル化　　14-14
概要　　14-5
設定時の注意事項　　14-10
ディセーブル化　　14-15

バージョン、注意事項　　14-10
パスワード　　14-10
表示　　14-17
標準範囲 VLAN　　14-2
プルーニング

イネーブル化　　14-15
概要　　14-5
サポート　　1-7
設定例　　14-6
ディセーブル化　　14-15

プルーニング適格リスト、変更　　13-26
モード

移行　　14-4
クライアント　　14-4, 14-12
サーバ　　14-4, 14-11
トランスペアレント　　14-4, 14-13

レイヤ 2 プロトコル トンネリング　　17-9
VTP バージョン 2 における整合性検査　　14-5

W

Weighted Tail Drop
WTD を参照

WTD
サポート　　1-10
スレッシュホールドの設定

出力キューセット　　33-72
入力キュー　　33-68

説明　　33-13

X

XMODEM プロトコル　　43-2



Index

26
Catalyst 3750 スイッチ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

78-16180-06-J

あ

アカウンティング

802.1x　　10-31
IEEE 802.1x　　10-5
RADIUS による　　9-29
TACACS+ による　　9-12, 9-18

アクセス

テンプレート　　8-2
アクセス グループ
インターフェイスへの IPv4 ACL の適用　　32-22
レイヤ 2　　32-22
レイヤ 3　　32-22

アクセス テンプレート　　8-2
アクセス ポート
スイッチ クラスタ内　　6-10
定義　　11-3
レイヤ 2 プロトコル トンネリング　　17-12

アクセス リスト
ACL を参照

アクセス拒否の応答、VMPS　　13-32
アクセス制御エントリ

ACE を参照
アクセスの制限

NTP サービス　　7-9
RADIUS　　9-19
TACACS+　　9-11
概要　　9-2
パスワードおよび権限レベル　　9-3

アクセス不能認証バイパス　　10-12
アクセス方法

クラスタ、スイッチ　　6-14
コマンド スイッチ　　6-12
スイッチ クラスタ　　6-14
メンバー スイッチ　　6-14

アクティブ リンク　　21-2
アクティブ ルータ　　39-2
アグリゲータ テンプレート　　5-10, 8-2
アップロード

イメージ ファイル
FTP の使用　　B-30
RCP の使用　　B-35
TFTP の使用　　B-26
準備　　B-23, B-27, B-32
目的　　B-21

コンフィギュレーション ファイル
FTP の使用　　B-15
RCP の使用　　B-19
TFTP の使用　　B-12
準備　　B-11, B-14, B-17
目的　　B-9

宛先 IP アドレスベース転送、EtherChannel　　34-9
宛先 MAC アドレス転送、EtherChannel　　34-8
宛先アドレス

IPv6 ACL 内　　38-5
宛先のアドレス、IPv4 ACL　　32-13
アドバタイズ

CDP　　26-2
RIP　　35-22
VTP　　13-23, 14-4

アトリビュート、RADIUS
ベンダー固有　　9-30, 9-32

アドレス

MAC アドレス テーブルの表示　　7-28
MAC、検出　　7-28
スタティック

追加および削除　　7-25
定義　　7-21

ダイナミック

エージング タイムの変更　　7-22
削除　　7-23
定義　　7-21
デフォルトの有効期間　　18-10
有効期間の短縮　　18-10
ラーニング　　7-21

マルチキャスト

STP アドレス管理　　18-10
グループ アドレスの範囲　　40-3

アドレス解決　　7-28, 35-11
アドレスのエイリアス　　24-2
アベイラビリティ機能　　1-6
アラーム、RMON　　29-3
暗号化ソフトウェア イメージ

Kerberos　　9-33
SSH　　9-39
SSL　　9-44
スイッチ スタックの考慮事項　　5-2, 5-18, 9-39

暗号化、CipherSuite　　9-46
安全なリモート接続　　9-39



Index

27
Catalyst 3750 スイッチ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

78-16180-06-J

い

イーサネット VLAN
追加　　13-10
デフォルト値および範囲　　13-10
変更　　13-10

一時的な自己署名証明書　　9-45
イネーブル EXEC モード　　2-2
イネーブル シークレット パスワード　　9-4
イネーブル パスワード　　9-4
イベント、RMON　　29-3
インターネット プロトコル バージョン 6

IPv6 を参照
インターフェイス

IPv4 および IPv6 の設定　　36-14
カウンタ、クリア　　11-32
管理　　1-5
記述名、追加　　11-26
記述、追加　　11-26
再起動　　11-32
サポート　　11-11
自動 MDIX、設定　　11-22
シャットダウン　　11-32
情報の表示　　11-31
ステータス　　11-31
設定

手順　　11-12
設定時の注意事項

10 ギガビット イーサネット　　11-18
デュプレックスおよび速度　　11-19

説明　　11-26
速度およびデュプレックス、設定　　11-20
タイプ　　11-2
デフォルト設定　　11-17
範囲　　11-13
番号　　11-11
表示　　11-31
物理的、識別　　11-11
フロー制御　　11-21
レンジ マクロ　　11-14

インターフェイス コンフィギュレーション モード　　
2-3
インターフェイス タイプ　　11-11
インターフェイスの shutdown コマンド　　11-32
インターフェイスのクリア　　11-32

う

ウィザード　　1-3

え

永続的な自己署名証明書　　9-45
エージング タイム

MAC アドレス テーブル　　7-22
最大

MSTP 用　　19-26, 19-27
STP 用　　18-24, 18-25

短縮

MSTP 用　　19-26
STP 用　　18-10, 18-24

お

オプション、管理　　1-5
音声 VLAN

Cisco 7960 IP Phone、ポート接続　　15-2
IP Phone の音声トラフィック、説明　　15-3
IP Phone のデータ トラフィック、説明　　15-3
IP Phone への接続　　15-5
音声トラフィックに対するポートの設定

802.1p プライオリティ タグ付きフレーム　　
15-6

802.1Q フレーム　　15-6
設定時の注意事項　　15-4
説明　　15-2
データ トラフィック用の IP Phone の設定
着信フレームの CoS の無効化　　15-7
着信フレームの CoS プライオリティの信頼　

　15-7
デフォルト設定　　15-4
表示　　15-8

か

階層型ポリシー マップ　　33-8
設定　　33-52
設定時の注意事項　　33-33
説明　　33-11

ガイド モード　　1-3
回復手順　　43-1
外部ネイバ、BGP　　35-49



Index

28
Catalyst 3750 スイッチ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

78-16180-06-J

カウンタ、インターフェイスのクリア　　11-32
鍵発行局

KDC を参照
拡張 crashinfo ファイル　　43-30
拡張 IP サービス イメージ　　36-1
拡張システム ID

MSTP　　19-20
STP　　18-5, 18-17

拡張範囲 VLAN
作成　　13-16
設定　　13-15
設定時の注意事項　　13-15
定義　　13-1
内部 VLAN ID による作成　　13-18

隔離 VLAN　　16-2, 16-3
隔離ポート　　16-3
カスタマー エッジ デバイスの複数の VPN ルーティン
グ /転送
マルチ VRF CE を参照

仮想 IP アドレス
クラスタ スタンバイ グループ　　6-12
コマンド スイッチ　　6-12

仮想ルータ　　39-2, 39-3
簡易ネットワーク管理プロトコル

SNMP を参照
環境変数、機能　　3-16
間接リンク障害の検出、STP　　20-8
管理 VLAN
スイッチ クラスタに関する考慮事項　　6-8
複数の管理 VLAN を介した検出　　6-8

管理アクセス

帯域外コンソール ポート接続　　1-6
帯域内

CLI セッション　　1-6
SNMP　　1-6
デバイス マネージャ　　1-6
ブラウザ セッション　　1-6

管理オプション

CLI　　2-1
CNS　　4-2
Network Assistant　　1-3
概要　　1-5
クラスタ化　　1-4
スイッチ スタック　　1-3

管理機能　　1-5

管理距離

OSPF　　35-34
定義　　35-90
ルーティング プロトコルのデフォルト　　35-80

き

キープアライブ メッセージ　　18-3
ギガビット モジュール

SFP を参照
起動

起動プロセス　　3-2
手動　　3-14
特定のイメージ　　3-15
ブート ローダ、機能　　3-2

機能、非互換　　25-13
逆アドレス解決　　35-11
許可

RADIUS による　　9-28
TACACS+ による　　9-12, 9-17

許可 VLAN リスト　　13-25
近接ディスカバリおよび回復、EIGRP　　35-38

く

クエリーの送信、IGMP　　24-14
クエリー、IGMP　　24-4
クライアント モード、VTP　　14-4
クラス マップ、QoS
設定　　33-46
説明　　33-7
表示　　33-80

クラスタ スタンバイ グループ
HSRP グループ　　39-11
HSRP も参照
仮想 IP アドレス　　6-12
考慮事項　　6-12
自動リカバリ　　6-13
定義　　6-2
要件　　6-3

クラスタおよび HSRP グループのバインド　　39-11
クラスタ要件　　xliii
クラスタ、スイッチ

LRE プロファイルに関する考慮事項　　6-17
アクセス方法　　6-14



Index

29
Catalyst 3750 スイッチ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

78-16180-06-J

管理

CLI の使用　　6-18
SNMP の使用　　6-19

計画　　6-5
候補スイッチ、コマンド スイッチ、クラスタ スタ

ンバイ グループ、メンバー スイッチ、ス
タンバイ コマンド スイッチも参照

互換性　　6-5
自動検出　　6-5
自動リカバリ　　6-11
説明　　6-1
プランニングの考慮事項

CLI　　6-18
IP アドレス　　6-14
LRE プロファイル　　6-17
RADIUS　　6-17
SNMP　　6-15, 6-19
TACACS+　　6-17
自動検出　　6-5
自動リカバリ　　6-11
スイッチ スタック　　6-15
パスワード　　6-15
ホスト名　　6-14

利点　　1-3
クラスレス ルーティング　　35-9
グローバル Leave、IGMP　　24-14
グローバル コンフィギュレーション モード　　2-2
クロススタック EtherChannel
サポート　　1-6
図　　34-4
設定

レイヤ 2 インターフェイス　　34-14
レイヤ 3 物理インターフェイス　　34-17

設定時の注意事項　　34-14
説明　　34-3

クロススタック UplinkFast、STP
Fast Uplink Transition Protocol　　20-7
イネーブル化　　20-18
高速コンバージェンスを実行させるイベント　　

20-8
サポート　　1-7
説明　　20-6
ディセーブル化　　20-18
標準コンバージェンスのイベント　　20-8

クロック

システム クロックを参照

け

ケーブル、単一方向リンクのモニタ　　27-2
ゲスト VLAN と 802.1x　　10-10
権限レベル

回線のデフォルトの変更　　9-10
概要　　9-3, 9-8
コマンド スイッチ　　6-18
コマンドの設定　　9-9
終了　　9-10
メンバー スイッチとの対応　　6-18
ログイン　　9-10

こ

構成例、ネットワーク　　1-15
高速コンバージェンス　　19-12
候補スイッチ

コマンド スイッチ、クラスタ スタンバイ グループ、
メンバー スイッチも参照

自動検出　　6-5
定義　　6-4
要件　　6-4

互換性、機能　　25-13
互換性、ソフトウェア

スタック、スイッチを参照

固定学習　　25-11
コマンド

no および default　　2-5
省略　　2-4

コマンド スイッチ
アクセス方法　　6-12
アクティブ（AC）　　6-11
回復

コマンド スイッチ障害からの回復　　6-11,
43-11

切断されたメンバー接続　　43-15
交換

クラスタ メンバー　　43-11
他のスイッチ　　43-13

候補スイッチ、クラスタ スタンバイ グループ、メ
ンバー スイッチ、スタンバイ コマンド ス
イッチも参照

冗長　　6-11
スタンバイ（SC）　　6-11
設定の矛盾　　43-15
定義　　6-2



Index

30
Catalyst 3750 スイッチ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

78-16180-06-J

パスワード 権限レベル　　6-18
パッシブ（PC）　　6-11
プライオリティ　　6-11
要件　　6-3

コマンド モード　　2-2
コマンド入力時のエラー メッセージ　　2-5
コマンドの省略形　　2-4
コマンドライン インターフェイス

CLI を参照
コマンド、権限レベルの設定　　9-9
コミュニティ VLAN　　16-2, 16-3
コミュニティ ストリング

SNMP　　6-15
概要　　31-4
クラスタ スイッチ　　31-4
クラスタ内　　6-15
設定　　6-15, 31-9

コミュニティ ポート　　16-3
コミュニティ リスト、BGP　　35-59
混合ポート

設定　　16-13
定義　　16-3

コンソール ポート、接続　　2-11
コンフィギュレーション ファイル

DHCP による取得　　3-8
TFTP サーバ アクセス制限　　31-16
アップロード

FTP の使用　　B-15
RCP の使用　　B-19
TFTP の使用　　B-12
準備　　B-11, B-14, B-17
目的　　B-9

格納されたコンフィギュレーションの削除　　
B-20

コピー時の無効な組み合わせ　　B-5
作成および使用に関する注意事項　　B-9
システム コンタクトおよびロケーション情報　　

31-16
スタートアップ コンフィギュレーションのクリア

　　B-20
説明　　B-9
タイプおよび場所　　B-10
ダウンロード

FTP の使用　　B-14
RCP の使用　　B-18
TFTP の使用　　B-12
自動　　3-13

準備　　B-11, B-14, B-17
目的　　B-9

テキスト エディタによる作成　　B-10
デフォルト名　　3-13
パスワード回復ディセーブル化に関する考慮事項

　　9-6
ファイル名の指定　　3-14

コンフィギュレーション設定、保存　　3-12

さ

サーバ モード、VTP　　14-4
サービス クラス

CoS を参照
サービス プロバイダー ネットワーク、MSTP および 
RSTP　　19-1
サービス品質

QoS を参照
サービスプロバイダー ネットワーク

EtherChannel のレイヤ 2 プロトコル トンネリング　
　17-10

IEEE 802.1Q トンネリング　　17-2
カスタマー VLAN　　17-3
レイヤ 2 プロトコル アクセス　　17-9

再確認インターバル、VMPS、変更　　13-36
再試行回数、VMPS、変更　　13-36
最大エージング タイム

MSTP　　19-26
STP　　18-25

最大ホップ カウント、MSTP　　19-27
サブドメイン、プライベート VLAN　　16-2
サブネット ゼロ　　35-8
サブネット マスク　　35-8

し

時刻

NTP およびシステム クロックを参照
シスコ インテリジェント電力管理　　11-7
システム MTU および IEEE 802.1Q トンネリング　　
17-6
システム クロック

NTP も参照
概要　　7-2
設定

手動　　7-13



Index

31
Catalyst 3750 スイッチ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

78-16180-06-J

タイム ゾーン　　7-13
夏時間　　7-14

日時の表示　　7-13
システム プロンプト、デフォルト設定　　7-16
システム メッセージのロギング

level キーワード、説明　　30-10
Syslog 機能　　1-11
UNIX Syslog サーバ
サポートされているファシリティ　　30-13
デーモンの設定　　30-12
ロギング ファシリティの設定　　30-13

イネーブル化　　30-5
エラー メッセージの重大度の定義　　30-10
概要　　30-2
シーケンス番号、イネーブル化およびディセーブル

化　　30-9
出力先デバイスの設定　　30-6
スタックの変更、作用　　30-2
設定の表示　　30-14
タイムスタンプ、イネーブル化およびディセーブル

化　　30-8
ディセーブル化　　30-5
デフォルト設定　　30-4
ファシリティ キーワード、説明　　30-13
メッセージ形式　　30-3
メッセージの制限　　30-11
ログ メッセージの同期化　　30-7

システム リソースの最適化　　8-2
システム名

DNS も参照
手動設定　　7-16
デフォルト設定　　7-16

実行コンフィギュレーション、保存　　3-12
自動 MDIX
設定　　11-22
説明　　11-22

自動 QoS
QoS を参照

自動 RP、検出　　40-5
自動検出

CDP を参照
考慮事項

CDP 非対応デバイス　　6-7
新たなスイッチの接続　　6-10
管理 VLAN　　6-8
クラスタ非対応デバイス　　6-7
接続　　6-5

非候補デバイスを経由　　6-8
複数の VLAN　　6-7
ルーテッド ポート　　6-9

スイッチ クラスタ内　　6-5
自動検出、ポート速度　　1-4
自動設定　　3-4
自動ネゴシエーション

インターフェイス設定時の注意事項　　11-19
デュプレックス モード　　1-4
不一致　　43-15

自動リカバリ、クラスタ　　6-11
HSRP も参照

重大度、システム メッセージの定義　　30-10
集約アドレス、BGP　　35-62
集約可能グローバル ユニキャスト アドレス　　36-3
集約ポート

EtherChannel を参照
集約ポリサー　　33-59
集約ポリシング　　1-9
照合

IPv6 ACL　　38-3
照合、IPv4 ACL　　32-8
冗長性

EtherChannel　　34-3
HSRP　　39-2
STP
パス コスト　　13-30
バックボーン　　18-9
ポート プライオリティ　　13-28
マルチドロップ バックボーン　　20-6

冗長リンクと UplinkFast　　20-17
情報のアップグレード

リリース ノートを参照
初期設定

Express Setup　　1-3
『Getting Started Guide』およびハードウェア インス

トレーション ガイドも参照
デフォルト　　1-12

資料、関連　　xliii
侵入検知システム

IDS 装置を参照
信頼できるタイム ソース、説明　　7-3
信頼できるトランスポート プロトコル、EIGRP　　
35-38
信頼点、CA　　9-44



Index

32
Catalyst 3750 スイッチ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

78-16180-06-J

す

スイッチ クラスタリング テクノロジー　　6-1
クラスタも参照、スイッチ

スイッチ スタックの新しいメンバーの割り当て　　5-8
スイッチ スタックのオフライン設定　　5-8
スイッチ スタックの自動的なアップグレード（自動
アップグレード）　　5-12
スイッチ スタックの自動的なアドバイス（自動アドバ
イス）　　5-13
スイッチ スタックの自動的なコピー（自動コピー）　
　5-12
スイッチ ソフトウェアの機能　　1-2
スイッチ プライオリティ

MSTP　　19-24
STP　　18-22

スイッチ ポート　　11-3
スイッチ仮想インターフェイス

SVI を参照
スイッチ間リンク

ISL を参照
スイッチド パケット、ACL 上　　32-40
スイッチのコンソール ポート　　1-6
スーパーネット　　35-9
スケジューリングされたリロード　　3-18
スタートアップ コンフィギュレーション
起動

手動　　3-14
特定のイメージ　　3-15

クリア　　B-20
コンフィギュレーション ファイル
自動ダウンロード　　3-13
ファイル名の指定　　3-14

デフォルトのブート コンフィギュレーション　　
3-13

スタック プロトコル バージョン　　5-11
スタック マスター

IPv6　　36-8
再選択　　5-5
スタック、スイッチを参照

選択　　5-5
定義　　5-2
ブリッジ ID（MAC アドレス）　　5-6

スタック メンバー
IPv6　　36-8
新しいメンバーの割り当て　　5-23
交換　　5-16

情報の表示　　5-24
スタック、スイッチを参照

設定

プライオリティ値　　5-22
メンバー番号　　5-22

定義　　5-2
特定のメンバーへの CLI アクセス　　5-24
番号　　5-7
プライオリティ値　　5-7

スタック メンバーのアクセス　　5-24
スタック メンバー番号　　11-11
スタックの変更

影響

IPv6 ルーティング　　36-8
スタックの変更、作用

802.1x ポートベースの認証　　10-15
ACL の設定　　32-7
CDP　　26-2
EtherChannel　　34-10
HSRP　　39-4
IGMP スヌーピング　　24-7
IP ルーティング　　35-5
IPv6 ACL　　38-3
MAC アドレス テーブル　　7-22
MSTP　　19-9
MVR　　24-20
SDM テンプレートの選択　　8-4
SNMP　　31-2
SPAN および RSPAN　　28-10
STP　　18-13
VLAN　　13-8
VTP　　14-7
クロススタック EtherChannel　　34-14
システム メッセージのログ　　30-2
スイッチ クラスタ　　6-15
代替ブリッジング　　42-3
ポート セキュリティ　　25-20
マルチキャスト ルーティング　　40-9

スタック、スイッチ

CDP の考慮事項　　26-2
HSRP の考慮事項　　39-4
IPv6　　36-8
MAC アドレス　　5-21
MAC アドレスの考慮事項　　7-22
STP
サポートされるインスタンス　　18-11



Index

33
Catalyst 3750 スイッチ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

78-16180-06-J

スタック ルート スイッチの選択　　18-4
ブリッジ ID　　18-3
ルート ポートの選択　　18-4

アップグレード　　B-36
オフライン設定

新しいメンバーの割り当て　　5-23
説明　　5-8
割り当てられたスイッチの交換の影響　　5-10
割り当てられたスイッチの削除による影響　　

5-10
割り当てられたスイッチの追加の影響　　5-8
割り当てられたスイッチ、定義　　5-8
割り当てられた設定、定義　　5-8

管理　　5-1
管理接続　　5-17
クラスタ内　　6-15
互換性のないソフトウェアおよびイメージのアッ

プグレード　　5-15, B-36
互換性、ソフトウェア　　5-11
固定 MAC アドレス タイマーのイネーブル化　　

5-21
コンフィギュレーション ファイル　　5-16
サポートされる MSTP インスタンス　　18-11
システム プロンプトの考慮事項　　7-16
システム メッセージ
出力内のホスト名　　30-2
リモート モニタ　　30-2

システム全体の設定の考慮事項　　5-17
自動アップグレード　　5-12
自動アドバイス　　5-13
自動コピー　　5-12
障害の発生したメンバーの交換　　5-16
情報の表示　　5-24
情報の割り当て

新しいメンバーの割り当て　　5-23
プライオリティ値　　5-22
メンバー番号　　5-22

スタック プロトコル バージョン　　5-11
スタック マスターおよびスタック メンバーも参照
設定のシナリオ　　5-19
説明　　5-2
ソフトウェア イメージ バージョン　　5-11
ソフトウェアの互換性　　5-11
デフォルト設定　　5-21
特定のメンバーへの CLI アクセス　　5-24

バージョン不一致（VM）モード
auto-upgrade による自動的なアップグレード　

　5-12
自動アドバイスによる手動アップグレード　　

5-13
設定例　　5-13
説明　　5-12

パーティション化　　5-4, 43-10
ハードウェア互換性と SDM 不一致モード　　5-10
ブリッジ ID　　5-6
マージ　　5-4
マルチキャスト ルーティング、スタック マスター

およびメンバーの役割　　40-9
メンバーから別のメンバーへのイメージ ファイル

のコピー　　B-36
メンバーシップ　　5-3
利点　　1-3
割り当てられたスイッチ

交換　　5-10
削除　　5-10
追加　　5-8

スタティック IP ルーティング　　1-10
スタティック MAC アドレス指定　　1-8
スタティック VLAN メンバーシップ　　13-3
スタティック アクセス ポート

VLAN への割り当て　　13-13
定義　　11-3, 13-4

スタティック アドレス
アドレスを参照

スタティック ルーティング　　35-4
スタティック ルート

IPv6 の設定　　36-17
設定　　35-80

スタブ エリア、OSPF　　35-33
スタンバイ グループ、クラスタ
クラスタ スタンバイ グループおよび HSRP を参照

スタンバイ コマンド スイッチ
仮想 IP アドレス　　6-12
クラスタ スタンバイ グループおよび HSRP を参照
考慮事項　　6-12
定義　　6-2
プライオリティ　　6-11
要件　　6-3

スタンバイ タイマー、HSRP　　39-10
スタンバイ リンク　　21-2
スタンバイ ルータ　　39-2
ステートレス自動設定　　36-5



Index

34
Catalyst 3750 スイッチ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

78-16180-06-J

ストーム制御

サポート　　1-4
スレッシュホールド　　25-2
設定　　25-4
説明　　25-2
ディセーブル化　　25-6
表示　　25-21

ストラタム、NTP　　7-3
スヌーピング、IGMP　　24-2
スパニングツリー プロトコル

STP を参照
スパニングツリーとネイティブ VLAN　　13-23
スプリット ホライズン、RIP　　35-25
スレッシュホールド、トラフィック レベル　　25-3

せ

制限付き VLAN
IEEE 802.1x を使用　　10-11
設定　　10-28
説明　　10-11

成功の応答、VMPS　　13-32
セカンダリ VLAN　　16-2
セキュア HTTP クライアント
設定　　9-49
表示　　9-50

セキュア HTTP サーバ
設定　　9-48
表示　　9-50

セキュア MAC アドレス
最大数　　25-11
削除　　25-18
スイッチ スタック　　25-20
タイプ　　25-10

セキュア ポート
スイッチ スタック　　25-20
設定　　25-10

セキュリティ機能　　1-8
セキュリティ、ポート　　25-10
接続問題　　43-18, 43-20, 43-22
接続、安全なリモート　　9-39
設定可能 leave タイマー、IGMP　　24-6
設定時の注意事項、マルチ VRF CE　　35-69
設定の矛盾、メンバーの接続の回復　　43-15
設定例

ネットワーク構成　　1-15

表記法　　xlii
設定ログ　　2-6
設定、初期

Express Setup　　1-3
『Getting Started Guide』およびハードウェア インス

トレーション ガイドも参照
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インターフェイスの接続　　11-10
概要　　42-2
サポート　　1-10
サポートされないプロトコル　　42-4
スタックの変更、作用　　42-3
設定時の注意事項　　42-4
説明　　42-2
デフォルト設定　　42-4
ブリッジ グループ
機能　　42-2
削除　　42-6
作成　　42-5
サポート数　　42-5
説明　　42-2
表示　　42-12

ブリッジ テーブル
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デバイス マネージャ
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全システム診断のイネーブル化　　43-26
特定の機能に関するイネーブル化　　43-25
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DHCP　　22-9
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SNMP　　31-7
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STP　　18-14
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OSPF　　35-37
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VTP　　14-17
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VTP のサポート　　14-5
サポート　　13-7

ドメイン ネーム システム
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イネーブル化　　7-23, 31-12
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トラップドア メカニズム　　3-2
トラフィック
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show forward コマンド　　43-27
traceroute　　43-22
クラッシュ情報の表示　　43-30
システム メッセージのロギング　　30-2
接続に関する問題　　43-18, 43-20, 43-22
単一方向リンクの検出　　27-1
パケット転送の設定　　43-27
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内部ネイバ、BGP　　35-49
夏時間　　7-14
名前指定の IPv4 ACL　　32-16

に

二重タグ付きパケット

IEEE 802.1Q トンネリング　　17-3

レイヤ 2 プロトコル トンネリング　　17-12
認識されない Type-Length-Value（TLV）のサポート　
　14-5
認証

AAA でのローカル モード　　9-38
EIGRP　　35-43
HSRP　　39-10
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定義　　9-12
ログイン　　9-15

ポートベースの認証を参照

認証鍵、ルーティング プロトコル　　35-91
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デフォルト　　13-27
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バージョン依存型トランスペアレント モード　　14-5
バージョン不一致（VM）モード

auto-upgrade による自動的なアップグレード　　
5-12

自動アドバイスによる手動アップグレード　　
5-13

説明　　5-12
表示　　5-12

ハードウェア制限とレイヤ 3 インターフェイス　　
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説明　　43-30
保存場所　　43-30

基本 crashinfo
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