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はじめに

ここでは、このマニュアルの対象読者、マニュアルの構成、および手順や情報を記述するための表記法

について説明します。また、シスコ製品のマニュアルを入手する方法とテクニカル サポートについて

も説明します。

対象読者
このマニュアルは、Catalyst 4500 シリーズ スイッチの設定およびメンテナンスを担当する、経験豊富

なネットワーク管理者を対象としています。

マニュアルの構成
このマニュアルは、次の章から構成されています。

章 タイトル 説明

第 1 章 「製品概要」 Catalyst 4500 シリーズ スイッチ向け Cisco IOS ソ
フトウェアの概要を示します。

第 2 章 「コマンドライン インターフェイ

ス」

Command-Line Interface（CLI; コマンドライン イ
ンターフェイス）の使い方を説明します。

第 3 章 「スイッチの初期設定」 スイッチの基本設定の手順について説明します。

第 4 章 「スイッチの管理」 スイッチを管理する方法について説明します。

第 5 章 「Cisco IOS インサービス ソフト

ウェア アップグレード プロセス

の設定」

スイッチ上で IOS ISSU プロセスを設定する手順に

ついて説明します。

第 6 章 「Cisco IOS XE インサービス ソフ

トウェア アップグレード プロセ

スの設定」

スイッチ上で IOS XE ISSU プロセスを設定する手

順について説明します。

第 7 章 「インターフェイスの設定」 ファスト イーサネット、ギガビット イーサネット、

10 ギガビット イーサネット インターフェイス上

で、特定のレイヤに限定されない機能を設定する

方法について説明します。

第 8 章 「ポートのステータスと接続の確

認」

モジュールとインターフェイスのステータスを確

認する方法について説明します。
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はじめに

第 9 章 「Supervisor Engine 6-E および 
Supervisor Engine 6L-E で RPR 
および SSO を使用したスーパー

バイザ エンジンの冗長構成の設

定」

Supervisor Engine 6-E および 6L-E で RPR および 
SSO を設定する手順について説明します。

第 10 章 「Supervisor Engine 7-E および 
Supervisor Engine 7L-E で RPR 
および SSO を使用したスーパー

バイザ エンジンの冗長構成の設

定」

Supervisor Engine 7-E および 7L-E で RPR および 
SSO を設定する手順について説明します。

第 11 章 「Cisco NSF/SSO スーパーバイザ 
エンジンの冗長構成の設定」

SSO を備えた Cisco Nonstop Forwarding（NSF; ノ
ンストップ フォワーディング）を使用して、スー

パーバイザ エンジンの冗長性を設定する方法につ

いて説明します。

第 12 章 「環境モニタリングおよび電源管

理」

電力管理機能および環境モニタリング機能の設定

方法について説明します。

第 13 章 「Power over Ethernet（PoE）の

設定」

Power over Ethernet（PoE）の設定方法について説

明します。

第 14 章 「Cisco Network Assistant による 
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ

の設定」

Network Assistant および組み込み CiscoView のイ

ンストール方法と設定方法について説明します。

第 15 章 「VLAN、VTP、および VMPS の
設定」

VLAN、VLAN トランキング プロトコル（VTP）、
および VLAN メンバーシップ ポリシー サーバ

（VMPS）の設定方法について説明します。

第 16 章 「IP アンナンバード インターフェ

イスの設定」

IP Unnumbered サポートを設定する方法について

説明します。

第 17 章 「レイヤ 2 イーサネット インター

フェイスの設定」

VLAN トランクなど、レイヤ 2 機能をサポートす

るようにインターフェイスを設定する方法につい

て説明します。

第 18 章 「SmartPort マクロの設定」 SmartPort マクロを設定する方法について説明しま

す。

第 19 章 「Cisco IOS Auto SmartPort マク

ロの設定」

AutoSmartPort マクロを設定する方法について説明

します。

第 20 章 「STP および MST の設定」 スパニングツリー プロトコル（STP）およびマル

チ スパニングツリー（MST）プロトコルの設定方

法、これらのスパニングツリーの動作方法につい

て説明します。

第 21 章 「Flex Link および MAC アドレス 
テーブル移動更新機能の設定」

スイッチ上での Flex Link の設定方法について説明

します。

第 22 章 「Resilient Ethernet Protocol の設

定」

Resilient Ethernet Protocol（REP）の設定方法につ

いて説明します。

第 23 章 「オプションの STP 機能の設定」 スパニングツリー PortFast、UplinkFast、
BackboneFast、およびその他の STP 機能の設定方

法について説明します。

第 24 章 「EtherChannel およびリンク ス
テート トラッキングの設定」

レイヤ 2 およびレイヤ 3 EtherChannel ポート バン

ドルを設定する手順について説明します。

章 タイトル 説明
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第 25 章 「IGMP スヌーピングとフィルタ

リングの設定」

インターネット グループ管理プロトコル（IGMP）
スヌーピングの設定方法について説明します。

第 26 章 「IPv6 MLD スヌーピングの設定」 IPv6 MLD スヌーピングの設定方法について説明し

ます。

第 27 章 「802.1Q トンネリング、VLAN 
マッピング、およびレイヤ 2 プロ

トコル トンネリングの設定」

802.1Q およびレイヤ 2 プロトコル トンネリングの

設定方法について説明します。

第 28 章 「CDP の設定」 Cisco Discovery Protocol（CDP）の設定方法につ

いて説明します。

第 29 章 「LLDP、LLDP-MED、およびロ

ケーション サービスの設定」

Link Layer Discovery Protocol（LLDP）の設定方

法について説明します。

第 30 章 「UDLD の設定」 単一方向リンク検出（UDLD）プロトコルの設定

方法について説明します。

第 31 章 「単一方向イーサネットの設定」 単一方向イーサネットを設定する方法について説

明します。

第 32 章 「レイヤ 3 インターフェイスの設

定」

レイヤ 3 機能をサポートするようにインターフェ

イスを設定する方法について説明します。

第 33 章 「シスコ エクスプレス フォワー

ディングの設定」

IP ユニキャスト トラフィック用シスコ エクスプレ

ス フォワーディング（CEF）の設定方法について

説明します。

第 34 章 「uRPF の設定」 ユニキャスト Reverse Path Forwarding（RPF）の

設定方法について説明します。

第 35 章 「IP マルチキャストの設定」 IP Multicast Multilayer Switching（MMLS; マルチ

キャスト マルチレイヤ スイッチング）の設定方法

について説明します。

第 36 章 「ANCP クライアントの設定」 ANCP の設定方法について説明します。

第 37 章 「双方向フォワーディング検出の

設定」

双方向フォワーディング検出の設定方法について

説明します。

第 38 章 「ポリシーベース ルーティングの

設定」

Policy-Based Routing（PBR; ポリシーベース ルー

ティング）の設定方法について説明します。

第 39 章 「VRF-Lite の設定」 カスタマー エッジ（CE）デバイスに Multiple 
VPN Routing/Forwarding（Multi-VRF）インスタ

ンスを設定する方法について説明します。

第 40 章 「Quality of Service の設定」 Quality of Service（QoS）を設定する手順について

説明します。

第 41 章 「音声インターフェイスの設定」 音声インターフェイスを設定する方法について説

明します。

第 42 章 「プライベート VLAN の設定」 プライベート VLAN を設定および修正する方法に

ついて説明します。

第 43 章 「MACsec の暗号化設定」 MACsec の暗号化を設定する方法について説明し

ます。

第 44 章 「802.1X ポートベース認証の設

定」

802.1X ポートベースの認証の設定方法について説

明します。

第 45 章 「PPPoE 中継エージェントの設

定」

PPPoE Intermediate Agent（PPPoE IA; PPPoE 中
継エージェント）の設定方法について説明します。

章 タイトル 説明
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第 46 章 「Web ベース認証の設定」 Web ベース認証を設定する方法について説明しま

す。

第 47 章 「ポート セキュリティの設定」 ポート セキュリティおよびトランク ポート セキュ

リティの設定方法について説明します。

第 48 章 「コントロール プレーン ポリシン

グおよびレイヤ 2 制御パケット 
QoS の設定」

Control Plane Policing（CoPP; コントロール プ
レーン ポリシング）を使用して Catalyst 4500 シ
リーズ スイッチを保護する方法について説明しま

す。

第 49 章 「ダイナミック ARP インスペク

ションの設定」

Dynamic ARP Inspection（DAI; ダイナミック 
ARP インスペクション）を設定する方法について

説明します。

第 50 章 「DHCP スヌーピング、IP ソース 
ガード、およびスタティック ホス

トの IPSG の設定」

DHCP スヌーピングおよび IP ソース ガードの設定

方法について説明します。

第 51 章 「ACL によるネットワーク セキュ

リティの設定」

Access Control List（ACL; アクセス コントロール 
リスト）、VACL、および Mac Access Control List

（MACL）の設定方法について説明します。

第 52 章 「IPv6 のサポート」 スイッチでの IPv6 のサポートについて説明しま

す。

第 53 章 「ポート ユニキャストおよびマル

チキャスト フラッディング ブ
ロック」

ユニキャスト フラッディング ブロックの設定方法

について説明します。

第 54 章 「ストーム制御の設定」 ストーム制御抑制の設定方法について説明します。

第 55 章 「SPAN および RSPAN の設定」 Switched Port Analyzer（SPAN; スイッチド ポート 
アナライザ）の設定方法について説明します。

第 56 章 「Wireshark の設定」 Catalyst 4500 シリーズ スイッチ上で、Wireshark、
イーサネット アナライザを設定する方法について

説明します。

第 57 章 「拡張オブジェクト トラッキング

の設定」

拡張オブジェクト トラッキングを設定する方法に

ついて説明します。

第 58 章 「システム メッセージ ロギングの

設定」

システム メッセージ ロギングの設定方法について

説明します。

第 59 章 「SNMP の設定」 簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）の設定

方法について説明します。

第 60 章 「NetFlow の設定」 NetFlow 統計情報の収集を設定する方法について

説明します。

第 61 章 「NetFlow-lite の設定」 NetFlow-lite を設定する手順について説明します。

第 62 章 「Flexible NetFlow の設定」 Flexible NetFlow を設定する方法について説明して

います。

第 63 章 「イーサネット OAM と CFM の設

定」

イーサネット OAM および CFM を設定する方法に

ついて説明します。

第 64 章 「Y.1731 の設定（AIS および 
RDI）」

Y.1731 を設定する方法について説明します。

第 65 章 「Call Home の設定」 Call Home の設定方法について説明します。

章 タイトル 説明
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表記法
このマニュアルでは、次の字体の表記法を使用しています。

第 66 章 「Cisco IOS IP SLA 動作の設定」 Cisco IOS IP SLA 動作の設定方法について説明し

ます。

第 67 章 「RMON の設定」 リモート ネットワーク モニタリング（RMON）を

設定する方法について説明します。

第 68 章 「診断の実行」 Catalyst 4500 シリーズ スイッチのさまざまな診断

タイプについて説明します。

第 69 章 「WCCP バージョン 2 サービスの

設定」

Web Cache Communication Protocol（WCCP）を

使用してキャッシュ エンジン（Web キャッシュ）

にトラフィックをリダイレクトするよう、

Catalyst 4500 シリーズ スイッチを設定する方法に

ついて説明します。また、キャッシュ エンジン ク
ラスタ（キャッシュ ファーム）を管理する方法に

ついても説明します。

第 70 章 「MIB サポートの設定」 SNMP および MIB サポートの設定方法について説

明します。

第 71 章 「ROM モニタ」 ROM モニタについて説明します。

付録 A 「略語」 このマニュアルで使用される略語の定義を示しま

す。

章 タイトル 説明

表記法 説明

太字 コマンド、コマンド オプション、およびキーワードは太字で示しています。

イタリック体 ユーザが値を指定するコマンド引数は、イタリック体で示しています。

[ ] 角カッコの中のコマンド要素は、省略可能です。

{ x | y | z } コマンド ラインで必ずいずれか 1 つを選択しなければならない必須キーワー

ドは、波カッコで囲み、縦棒で区切って示しています。

[ x | y | z ] どれか 1 つを選択できる省略可能なキーワードは、角カッコで囲み、縦棒で区

切って示しています。

string 引用符を付けない一組の文字。ストリングの前後には引用符を使用しません。

ストリングにその引用符も含まれてしまうためです。

screen フォント システムの表示は screen フォントで表されます。

太字の screen フォン

ト

ユーザがそのまま入力しなければならない情報は、太字の screen フォントで

示しています。

イタリック体の 

screen フォント

ユーザが値を指定する引数は、イタリック体の screen フォントで示していま

す。

このポインタは、例の中の重要な行を強調しています。

^ Ctrl キーを表します。たとえば、画面に表示される ^D というキーの組み合わ

せは、Ctrl キーを押しながら D キーを押すことを意味します。

< > パスワードのように出力されない文字は、山カッコで囲んで示しています。
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（注）は、次のように表しています。

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

注意は、次のように表しています。

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

す。

関連資料
Catalyst 4500 シリーズの追加情報については、次のマニュアルを参照してください。

• 『Catalyst 4500 Series Switch Documentation Home』

http://www.cisco.com/go/cat4500/docs 

• 『Catalyst 4900 Series Switch Documentation Home』

http://www.cisco.com/go/cat4900/docs 

• 『Cisco ME 4900 Series Ethernet Switches Documentation Home』

http://www.cisco.com/en/US/products/ps7009/tsd_products_support_series_home.html 

ハードウェア マニュアル

仕様および関連する安全に関する情報が記載されたインストレーション ガイドおよびインストレー

ション ノートは、次の URL から入手できます。

• 『Catalyst 4500 Series Switches Installation Guide』 

http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst4500/hardware/installation/guide/78-14409
-08/4500inst.html 

• 『Catalyst 4500 E-series Switches Installation Guide』 

http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst4500/hardware/catalyst4500e/installation/g
uide/Eseries.html 

• 個々のスイッチング モジュールおよびスーパーバイザの詳細については、次の URL にある

『Catalyst 4500 Series Module Installation Guide』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst4500/hardware/module/guide/mod_inst.htm
l

• 『Regulatory Compliance and Safety Information for the Catalyst 4500 Series Switches』

http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst4500/hardware/regulatory/compliance/78_1
3233.html 

• 特定のスーパーバイザ エンジンまたはアクセサリ ハードウェアのインストレーション ノートは、

次の URL から入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/prod_installation_guides_list.html 

• Catalyst 4900 ハードウェアおよび Catalyst 4900M ハードウェアの設置に関する情報は、次の URL 
から入手できます。

http://www.cisco.com/go/cat4500/docs
http://www.cisco.com/go/cat4900/docs
http://www.cisco.com/en/US/products/ps7009/tsd_products_support_series_home.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst4500/hardware/installation/guide/78-14409-08/4500inst.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst4500/hardware/installation/guide/78-14409-08/4500inst.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst4500/hardware/catalyst4500e/installation/guide/Eseries.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst4500/hardware/catalyst4500e/installation/guide/Eseries.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst4500/hardware/module/guide/mod_inst.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst4500/hardware/regulatory/compliance/78_13233.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst4500/hardware/regulatory/compliance/78_13233.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/prod_installation_guides_list.html
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http://www.cisco.com/en/US/products/ps6021/prod_installation_guides_list.html 

• Cisco ME 4900 シリーズ イーサネット スイッチの設置に関する情報は、次の URL から入手できま

す。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps7009/prod_installation_guides_list.html 

ソフトウェア マニュアル

ソフトウェアのリリース ノート、コンフィギュレーション ガイド、コマンド リファレンス、およびシ

ステム メッセージ ガイドは、次の URL から入手できます。

• Catalyst 4500 のリリース ノートは、次の URL で入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/prod_release_notes_list.html 

• Catalyst 4900 のリリース ノートは、次の URL で入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6021/prod_release_notes_list.html 

• Cisco ME4900 シリーズ イーサネット スイッチのリリース ノートは、次の URL から入手できま

す。

http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst4500/release/note/OL_11511.html 

Catalyst 4500 Classic、Catalyst 4500 E シリーズ、Catalyst 4900、 
Cisco ME 4900 シリーズ イーサネット スイッチのソフトウェア マニュアルは、次の URL で入手でき

ます。

• 『Catalyst 4500 Series Software Configuration Guide』

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/products_installation_and_configuratio
n_guides_list.html 

• 『Catalyst 4500 Series Software Command Reference』

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/prod_command_reference_list.html 

• 『Catalyst 4500 Series Software System Message Guide』

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/products_system_message_guides_list.
html 

Cisco IOS マニュアル

プラットフォームに依存しない Cisco IOS のマニュアルは、Catalyst 4500 および 4900 スイッチにも役

立ちます。これらのマニュアルは、次の URL から入手できます。

• Cisco IOS コンフィギュレーション ガイド、リリース 12.x

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/products_installation_and_configuration_guides_list.html

• Cisco IOS コマンド リファレンス、リリース 12.x

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/prod_command_reference_list.html 

次の URL では、コマンド検索ツールも使用できます。

http://tools.cisco.com/Support/CLILookup/cltSearchAction.do 

• Cisco IOS システム メッセージ、バージョン 12.x

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/products_system_message_guides_list.html 

次の URL では、エラー メッセージ デコーダ ツールも使用できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps7009/prod_installation_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/prod_release_notes_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6021/prod_release_notes_list.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst4500/release/note/OL_11511.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/products_installation_and_configuration_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/products_installation_and_configuration_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/products_system_message_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/products_system_message_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/products_installation_and_configuration_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/prod_command_reference_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/products_system_message_guides_list.html
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http://www.cisco.com/pcgi-bin/Support/Errordecoder/index.cgi 

タスク テーブルのコマンド

タスク テーブルにリストされるコマンドは、タスクを実行するための関連情報だけを表し、コマンド

で使用できるすべてのオプションについては示していません。コマンドの詳細な説明については、

『Catalyst 4500 Series Switch Cisco IOS Command Reference』のコマンドを参照してください。

通告
本ソフトウェア ライセンスに関連する通知内容を以下に示します。

OpenSSL/Open SSL Project
This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit 
(http://www.openssl.org/).

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).

This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

License Issues

The OpenSSL toolkit stays under a dual license, i.e. both the conditions of the OpenSSL License and the 
original SSLeay license apply to the toolkit.See below for the actual license texts.Actually both licenses 
are BSD-style Open Source licenses.In case of any license issues related to OpenSSL please contact 
openssl-core@openssl.org.

OpenSSL License:
Copyright © 1998-2007 The OpenSSL Project.All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided 
that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the 
following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions, and 
the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following 
acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the 
OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)".

4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote 
products derived from this software without prior written permission.For written permission, please 
contact openssl-core@openssl.org.

5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in 
their names without prior written permission of the OpenSSL Project.

6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:

http://www.cisco.com/pcgi-bin/Support/Errordecoder/index.cgi
http://www.openssl.org/
http://www.openssl.org/
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"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit 
(http://www.openssl.org/)".

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS"' AND ANY EXPRESSED OR 
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.IN NO 
EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY 
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES 
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR 
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER 
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT 
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY 
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH 
DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).This product 
includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Original SSLeay License:
Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com).All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).

The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are 
adhered to.The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, 
lhash, DES, etc., code; not just the SSL code.The SSL documentation included with this distribution is 
covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.If 
this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the 
library used.This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online 
or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided 
that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the 
following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and 
the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following 
acknowledgement:

"This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)".

The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library being used are not 
cryptography-related.

4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory 
(application code) you must include an acknowledgement: "This product includes software written 
by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)".

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED 
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.IN NO 
EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, 
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT 

http://www.openssl.org/
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NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, 
DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY 
THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT 
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF 
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The license and distribution terms for any publicly available version or derivative of this code cannot be 
changed, that is, this code cannot be copied and put under another distribution license [including the 
GNU Public License].

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート
マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、次の URL で、毎月更新

される『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してください。シスコの新規および改訂

版の技術マニュアルの一覧も示されています。

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html

『What's New in Cisco Product Documentation』は RSS フィードとして購読できます。また、リーダー 
アプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定することもできま

す。RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポートしています。

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html
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製品概要

この章では、Catalyst 4500 シリーズ スイッチの概要について説明します。主な内容は、次のとおりで

す。

• 「レイヤ 2 ソフトウェアの機能」（P.1-1） 

• 「レイヤ 3 ソフトウェアの機能」（P.1-11）

• 「管理機能」（P.1-21）

• 「セキュリティ機能」（P.1-32）

• 「Cisco IOS 15.1(1) SG および Cisco IOS XE 3.3SG でサポートされる新規のソフトウェア機能およ

び変更されたソフトウェア機能」（P.1-41）

（注） Catalyst 4500 シリーズ スイッチ がサポートするシャーシ、モジュール、およびソフトウェア機能につ

いては、次の URL の『Release Notes for the Catalyst 4500 Series Switch』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/prod_release_notes_list.html

レイヤ 2 ソフトウェアの機能
ここでは、Catalyst 4500 シリーズ スイッチ上の主要なレイヤ 2 スイッチング ソフトウェアの機能につ

いて説明します。

• 「802.1Q トンネリング、VLAN マッピング、およびレイヤ 2 プロトコル トンネリング」（P.1-2）

• 「Cisco IOS Auto SmartPort マクロ」（P.1-2）

• 「Cisco Discovery Protocol」（P.1-3）

• 「Cisco Group Management Protocol（CGMP）サーバ」（P.1-3）

• 「EtherChannel バンドル」（P.1-3） 

• 「イーサネット CFM」（P.1-3）

• 「イーサネット OAM プロトコル」（P.1-3）

• 「Flex Link および MAC アドレス テーブル移動更新」（P.1-4）

• 「Flexible NetFlow（Supervisor Engine 7-E および 7L-E のみ）」（P.1-4）

• 「インターネット グループ管理プロトコル（IGMP）スヌーピング」（P.1-4）

• 「IPv6 Multicast Listen Discovery（MLD）と Multicast Listen Discovery スヌーピング」（P.1-5）

• 「ジャンボ フレーム」（P.1-5）
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• 「Link Aggregation Control Protocol」（P.1-5）

• 「Link Layer Discovery Protocol」（P.1-6）

• 「リンクステート トラッキング」（P.1-6）

• 「ロケーション サービス」（P.1-7）

• 「マルチ スパニングツリー」（P.1-7）

• 「Per-VLAN ラピッド スパニングツリー」（P.1-7）

• 「Quality of Service」（P.1-7）

• 「Resilient Ethernet Protocol」（P.1-8）

• 「SmartPort マクロ」（P.1-9）

• 「STP」（P.1-9）

• 「ステートフル スイッチオーバー」（P.1-9）

• 「SVI 自動ステート」（P.1-10）

• 「単一方向リンク検出」（P.1-10）

• 「VLAN」（P.1-10）

• 「Virtual Switch System クライアント」（P.1-11）

• 「Y.1731（AIS および RDI）」（P.1-11）

802.1Q トンネリング、VLAN マッピング、およびレイヤ 2 プロトコル ト
ンネリング

802.1Q トンネリングは、サービス プロバイダー インフラストラクチャに入るタグ付きパケットに再び

タグを付けて、VLAN スペースを拡張する Q-in-Q 技術です。サービス プロバイダーは 802.1Q トンネ

リングを使用することにより、トンネル内部の元のカスタマー VLAN ID を失うことなく、各カスタ

マーに VLAN を割り当てることができます。トンネルに入るすべてのデータ トラフィックはトンネル 
VLAN ID でカプセル化されます。レイヤ 2 プロトコル トンネリングは、すべてのレイヤ 2 制御トンネ

ルに使用される類似の技術です。

サービス プロバイダー VLAN にカスタマー VLAN をマッピングするには、カスタマー ネットワーク

に接続されたトランク ポート上で VLAN マッピング（または VLAN ID トランスレーション）を設定

できます。ポートに入るパケットは、パケットのポート番号と元のカスタマー VLAN-ID（C-VLAN）

に基づいて、サービス プロバイダーの VLAN（S-VLAN）にマッピングされます。

802.1Q トンネリングおよび VLAN マッピングの設定については、第 27 章「802.1Q トンネリング、

VLAN マッピング、およびレイヤ 2 プロトコル トンネリングの設定」を参照してください。

Cisco IOS Auto SmartPort マクロ

Cisco IOS Auto SmartPort マクロは、ポートで検出されたデバイス タイプに基づいてポートを動的に

設定します。スイッチは、ポート上で新しいデバイスを検出すると、適切な Cisco IOS Auto SmartPort 
マクロを適用します。ポート上でリンク ダウン イベントが発生した場合、スイッチはそのマクロを削

除します。たとえば、ポートに Cisco IP Phone を接続した場合は、Cisco IOS Auto SmartPorts により

自動的に IP Phone マクロが適用されます。IP Phone マクロが適用されると、遅延に影響されやすい音

声トラフィックを正しく処理できるように QoS（Quality Of Service）、セキュリティ機能、および専用

の音声 VLAN がイネーブルになります。
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SmartPort マクロの設定については、第 19 章「Cisco IOS Auto SmartPort マクロの設定」を参照して

ください。

Cisco Discovery Protocol

Cisco Discovery Protocol（CDP）は、メディア独立型およびプロトコル独立型のデバイス調査プロト

コルです。CDP はルータ、スイッチ、ブリッジ、アクセス サーバを含むすべてのシスコ製品で使用で

きます。各デバイスは CDP を使用して、その存在を他のデバイスにアドバタイズし、同じ LAN 上の

他のデバイスに関する情報を受け取ります。CDP を使用することで、Cisco スイッチとルータは MAC 
アドレス、IP アドレス、発信インターフェイスなどの情報を交換できます。CDP はデータリンク層上

でのみ実行され、異なるネットワーク層プロトコルをサポートする 2 つのシステムがお互いに認識でき

るようにします。CDP を設定した各デバイスは、マルチキャスト アドレスに対して定期的にメッセー

ジを送信します。各デバイスは、簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）メッセージを受信できる 
1 つまたは複数のアドレスをアドバタイズします。

CDP の設定手順については、第 28 章「CDP の設定」を参照してください。

Cisco Group Management Protocol（CGMP）サーバ

CGMP サーバはマルチキャスト トラフィックを管理します。マルチキャスト トラフィックは、接続す

るホストがマルチキャスト トラフィックを要求するポートだけに転送されます。

EtherChannel バンドル

EtherChannel ポート バンドルは、複数のポートを 1 つの論理伝送パスにグループ化して、2 つのス

イッチ間に高帯域接続を確立します。

EtherChannel の設定手順については、第 24 章「EtherChannel およびリンク ステート トラッキングの

設定」を参照してください。

イーサネット CFM
イーサネット CFM は、サービスインスタンスごと（VLAN ごと）のエンドツーエンド イーサネット 
レイヤ OAM プロトコルで、予防的な接続の監視、障害検証、および障害切り離しの機能を備えていま

す。エンドツーエンドには、プロバイダー エッジ間（PE-to-PE）デバイス、またはカスタマー エッジ

間（CE-to-CE）デバイスを含みます。イーサネット CFM は、IEEE 802.1ag で仕様が定められており、

イーサネット ネットワークのレイヤ 2 ping、レイヤ 2 traceroute、およびエンドツーエンド接続チェッ

クの標準です。

CFM の詳細については、第 63 章「イーサネット OAM と CFM の設定」を参照してください。

イーサネット OAM プロトコル

イーサネット Operation, Administration, and Maintenance（OAM; 運用管理および保守）は、イーサ

ネット インフラストラクチャ全体のコンテキスト内の管理機能を向上するために、イーサネット ネッ

トワークの設置、監視、およびトラブルシューティングを行うためのプロトコルです。イーサネット 
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OAM は、ネットワークまたはネットワークの一部（特定のインターフェイス）の全二重ポイントツー

ポイント イーサネット リンクまたは疑似ポイントツーポイント イーサネット リンク上に実装できま

す。

OAM の詳細については、第 63 章「イーサネット OAM と CFM の設定」を参照してください。

Flex Link および MAC アドレス テーブル移動更新

Flex Link は、レイヤ 2 インターフェイス（スイッチ ポートまたはポート チャネル）のペアで、一方の

インターフェイスが他方のインターフェイスのバックアップとして機能するように設定されています。

この機能は、Spanning Tree Protocol（STP; スパニングツリー プロトコル）の代替ソリューションで

す。Flex Link は、通常、お客様がスイッチで STP を実行しない場合のサービス プロバイダーまたは企

業ネットワークに設定されます。

MAC アドレス テーブル移動更新により、プライマリ（転送）リンクがダウンしてスタンバイ リンク

がトラフィックの転送を開始しときに、スイッチは高速双方向コンバージェンスを提供できます。

Flex Link および MAC アドレス テーブル移動更新の詳細については、第 21 章「Flex Link および 
MAC アドレス テーブル移動更新機能の設定」を参照してください。

Flexible NetFlow（Supervisor Engine 7-E および 7L-E のみ）

フローは、パケット フィールドを含む場合があるキー フィールド属性、パケット ルーティング属性、

および入出力インターフェイス情報の一意のセットとして定義されます。NetFlow 機能は、フローを、

機能キー フィールドの値が同じ一連のパケットとして定義します。Flexible NetFlow（FNF）を使用す

れば、さまざまなフロー属性が指定されたフロー レコードを収集し、オプションで転送もできます。

NetFlow 収集は、IP、IPv6、およびレイヤ 2 トラフィックをサポートします。

Flexible NetFlow の設定については、第 62 章「Flexible NetFlow の設定」を参照してください。

インターネット グループ管理プロトコル（IGMP）スヌーピング

IGMP スヌーピングは、マルチキャスト トラフィックを管理します。スイッチ ソフトウェアは、

IP マルチキャスト パケットを検証して、その内容に基づいてパケットを転送します。マルチキャ

スト トラフィックは、マルチキャスト トラフィックを要求するホストが接続されたポートにのみ

転送されます。

IGMPv3 のサポートによって、IGMPv3 ホストまたはルータが存在する場合に、マルチキャスト 
トラフィック フラッディングが抑制されます。IGMPv3 スヌーピングは、IGMPv3 クエリーおよ

びメンバーシップ レポート メッセージをリッスンして、ホストとマルチキャスト グループの関連

付けを維持します。また、スイッチからマルチキャスト データをそれが必要なポートにだけ伝播

させることができます。IGMPv3 スヌーピングは、IGMPv1 および IGMPv2 と完全な相互運用性

があります。

明示的ホスト トラッキング（EHT）は、IGMPv3 スヌーピングの拡張機能です。EHT は、ポート

単位の即時脱退処理を可能にします。EHT は、ホストごとのメンバーシップ情報の追跡、または

すべての IGMPv3 グループ メンバに関する統計情報の収集に使用できます。

IGMP スヌーピング クエリアは、VLAN で IGMP スヌーピングをサポートするために必要なレイ

ヤ 2 機能です。VLAN では、マルチキャスト トラフィックでルーティングが必要ではないため、

PIM および IGMP は設定されていません。
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SSO をサポートするステートフル IGMP スヌーピングは、スイッチオーバーが発生したときに、

新しいアクティブ スーパーバイザ エンジンがマルチキャスト グループ メンバーシップを認識する

ように、アクティブ スーパーバイザ エンジンによって学習された IGMP データを冗長スーパーバ

イザ エンジンに伝播します。これにより、スイッチオーバー中のマルチキャスト トラフィックの

中断が軽減されます。

IGMP スヌーピングの設定については、を参照してください。

IPv6 Multicast Listen Discovery（MLD）と Multicast Listen 
Discovery スヌーピング

MLD は IPv6 マルチキャスト デバイスで使用されるプロトコルで、直接接続されたリンク上のマ

ルチキャスト リスナー（IPv6 マルチキャスト パケットを受信するノード）の存在、および隣接

ノードの対象となるマルチキャスト パケットを検出します。MLD スヌーピングは、MLD v1 と 
MLD v2 の 2 種類のバージョンでサポートされます。ネットワーク スイッチでは、MLD スヌーピ

ングを使用してマルチキャスト トラフィックのフラッディングを抑制し、IPv6 マルチ キャスト 
データを VLAN 内のすべてのポートにフラッディングされるのではなくデータを受信するポート

のリストに転送します。これにより、ネットワーク デバイスの負荷を軽減し、リンクで不要な帯

域幅を 小化し、IPv6 マルチ キャスト データを効率的に配信できます。

マルチキャスト サービスの設定については、を参照してください。

ジャンボ フレーム

ジャンボ フレーム機能により、（IEEE イーサネット MTU）を超える） 大で 9216 バイトのパケット

をスイッチに転送でき、このようなフレームを「oversize」と宣言してドロップすることはありませ

ん。この機能は、通常大規模なデータ転送で使用されます。ジャンボ フレーム機能はポート単位でレ

イヤ 2 およびレイヤ 3 インターフェイスで設定できます。この機能は、次のハードウェアでだけサ

ポートされます。

• WS-X4306-GB：すべてのポート

• WS-X4232-GB-RJ：ポート 1 と 2

• WS-X4418-GB：ポート 1 と 2

• WS-X4412-2GB-TX：ポート 13 と 14

• WS-4648-RJ45V-E

• WS-X4648+RJ45V+E

• WS-X4706-10GE ラインカード

• スーパーバイザ エンジン アップリンク ポート

ジャンボ フレームについては、第 7 章「インターフェイスの設定」を参照してください。

Link Aggregation Control Protocol

LACP では、LAN ポート間で LACP パケットを交換することによって、EtherChannel の自動作成をサ

ポートしています。LACP パケットが交換されるのは、passive および active モードのポート間に限ら

れます。このプロトコルは、LAN ポート グループの機能を動的に「学習」して、他の LAN ポートに
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通知します。正確に一致するイーサネット リンクを特定すると、それらを 1 つの EtherChannel にグ

ループ分けします。その後で、その EtherChannel が単一のブリッジ ポートとしてスパニングツリーに

追加されます。

Cisco IOS XE 3.1.0SG における Cisco IOS XE IP Application Services 機能

ここでは、Cisco IOS XE 3.1.0SG でサポートされている IP Application Services ソフトウェア機能に

ついて説明します。機能マニュアルへのリンクが掲載されています。

機能ガイドには、複数の機能に関する情報が含まれている場合があります。機能ガイドで特定の機能に

関する情報を検索する場合は、巻末の機能情報表を参照してください。

機能ガイドには、さまざまなソフトウェア リリースとプラットフォームでサポートされている機能が

掲載されています。ご使用のシスコ ソフトウェア リリースまたはプラットフォームで、機能ガイドに

記載されたすべての機能がサポートされているとは限りません。そのガイドでどの機能がソフトウェア 
リリースでサポートされるかについては、機能ガイドの 後にある機能情報の表を参照してください。

プラットフォームのサポートおよびシスコ ソフトウェア イメージのサポートに関する情報を検索する

には、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には 
http://www.cisco.com/go/cfn からアクセスしてください。Cisco.com のアカウントは不要です。

IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol（LACP)
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/cether/configuration/guide/ce_lnkbndl.html

ギガビット インターフェイス用の LACP（802.3ad）
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ios_xe/cether/configuration/guide/ce_lnkbndl_xe.html

Link Layer Discovery Protocol

非シスコ デバイスをサポートし、他のデバイスとの相互運用性を確保するために、スイッチは IEEE 
802.1AB LLDP をサポートしています。Link Layer Discovery Protocol（LLDP）は、ネットワーク デ
バイスがネットワーク上の他のデバイスに自分の情報をアドバタイズするために使用するネイバー 
ディスカバリ プロトコルです。このプロトコルはデータ リンク層で動作するため、異なるネットワー

ク層プロトコルが稼働する 2 つのシステムで互いの情報を学習できます。

LLDP は一連の属性をサポートし、これらを使用してネイバー デバイスを検出します。属性には、

Type、Length、および Value の説明が含まれていて、これらを TLV と呼びます。LLDP をサポートする

デバイスは、ネイバーとの情報の送受信に TLV を使用できます。設定情報、デバイスの機能、デバイ

ス ID などの詳細情報は、このプロトコルを使用してアドバタイズできます。

LLDP の設定手順については、第 29 章「LLDP、LLDP-MED、およびロケーション サービスの設定」

を参照してください。

リンクステート トラッキング

リンクステート トラッキングは、トランク フェールオーバーとも呼ばれ、複数のインターフェイスの

リンクステートをバインドする機能です。たとえば、リンクステート トラッキングをサーバ NIC アダ

プタ チーミング機能とともに使用すると、ネットワークで冗長性が実現されます。サーバ ネットワー

ク アダプタが、チーミングと呼ばれるプライマリまたはセカンダリ関係で設定され、プライマリ イン

ターフェイスでリンクが消失した場合、接続はセカンダリ インターフェイスに透過的に変更されます。

http://www.cisco.com/go/cfn
http://www.cisco.com/en/US/ios/cether/configuration/guide/ce_lnkbndl.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ios_xe/cether/configuration/guide/ce_lnkbndl_xe.html
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リンク ステート トラッキングの設定については、第 24 章「EtherChannel およびリンク ステート ト
ラッキングの設定」を参照してください。

ロケーション サービス

ロケーション サービス機能を使用すると、スイッチに接続されているデバイスについて、スイッチか

ら Cisco Mobility Services Engine（MSE）に、ロケーションおよび接続のトラッキング情報を提供で

きます。トラッキングされたデバイスは、ワイヤレス エンドポイント、ワイヤード エンドポイント、

またはワイヤード スイッチやワイヤード コントローラになります。スイッチは、暗号化された 
Network Mobility Services Protocol（NMSP）のロケーションおよび接続の通知を介して、デバイスの

リンク アップとリンク ダウンのイベントを MSE に通知します。

LLDP の設定手順については、第 29 章「LLDP、LLDP-MED、およびロケーション サービスの設定」

を参照してください。

マルチ スパニングツリー

IEEE 802.1s マルチ スパニングツリー（MST）は、単一の 802.1Q または ISL（スイッチ間リンク）

VLAN トランク内で複数のスパニングツリー インスタンスを許可します。MST は、IEEE 802.1w ラ
ピッド スパニングツリー（RST）アルゴリズムを複数のスパニングツリーに拡張します。この拡張に

よって、VLAN 環境で高速コンバージェンスとロード バランシングの両方を実現できます。

MST を使用すると、トランクを介して複数のスパニングツリーを構築できます。VLAN をグループと

してまとめ、スパニングツリー インスタンスに対応付けることができます。各インスタンスに、他の

スパニングツリー インスタンスに依存しないトポロジを与えることができます。この新しいアーキテ

クチャによって、データ トラフィックに複数の転送パスが与えられ、ロード バランシングが可能にな

ります。あるインスタンス（転送パス）で障害が発生しても、他のインスタンス（転送パス）に影響を

与えないので、ネットワークの耐障害性が向上します。

MST の設定手順については、第 20 章「STP および MST の設定」を参照してください。

Per-VLAN ラピッド スパニングツリー

Per-VLAN ラピッド スパニングツリー プラス（PVRST+）は、VLAN 単位における 802.1w の実装で

す。STP モードに対しては、Per-VLAN スパニングツリー プラス（PVST+）と同様で、802.1w に基

づくラピッド スパニングツリー プロトコル（RSTP）を実行します。

PVRST+ の設定手順については、第 20 章「STP および MST の設定」を参照してください。

Quality of Service

（注） Catalyst 4900M、Catalyst 4948E、Supervisor Engine 6-E および Supervisor Engine 6L-E の QoS 機能

は同等です。

Quality of Service（QoS）機能は、ネットワーク トラフィックを選択し、相対的な重要性に従ってプ

ライオリティを設定することで輻輳を防止します。QoS をネットワークに実装すると、ネットワーク 
パフォーマンスを予測しやすくなり、より効果的な帯域幅使用が可能となります。
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Catalyst 4500 シリーズ スイッチは、次の QoS の機能をサポートします。

• 分類とマーキング

• ポート単位 /VLAN 単位のポリシングを含む入力および出力ポリシング

• シェアリングとシェーピング

Catalyst 4500 シリーズ スイッチは、信頼境界をサポートしています。信頼境界は、CDP を使用してス

イッチ ポート上の Cisco IP Phone（Cisco IP Phone 7910、7935、7940、および 7960）の存在を検出

します。電話が検出されない場合、信頼境界機能がハイ プライオリティ キューの誤使用を避けるため

にスイッチ ポートの信頼設定をディセーブルにします。

Catalyst 4500 シリーズ スイッチは、QoS Automation（Auto-QoS）をサポートしています。Auto QoS 
は、自動設定を介して既存の QoS 機能の導入を簡略にします。

Cisco Modular QoS コマンドライン インターフェイス

Cisco Modular QoS CLI（MQC）は、Cisco IOS ソフトウェア QoS を実装するフレームワークです。

MQC を使用すると、トラフィック クラスの定義、トラフィック ポリシー（トラフィック クラスに適

用される QoS 機能を含む）の作成、およびインターフェイスへのトラフィック ポリシーの付加を行う

ことができます。MQC は Cisco 全体の基準であり、複数の製品ファミリにおいて一貫した構文の使用

と QoS 機能の動作を可能にします。Cisco IOS Software Release 12.2(40) SG は、Supervisor Engine 
6-E の QoS 機能の設定に関する MQC に従います。MQC は、新しい機能およびテクノロジーの手法の

迅速な展開をイネーブルにし、帯域幅、遅延、ミッション クリティカルなビジネス アプリケーション

のパフォーマンスが向上ジッタとパケット損失に関連するネットワーク パフォーマンスの管理が容易

になります。豊富な拡張 QoS 機能が、Cisco MQC を使用してイネーブルになります。

Two-Rate Three-Color ポリシング

Two-Rate Three-Color ポリシング機能（別名、階層型 QoS）は、ユーザが定義した基準に基づいて、

トラフィック クラスの入出力伝送速度を制限します。そして、適用可能な DiffServ コード ポイント

（DSCP）値を設定してパケットのマークまたは色を設定します。この機能は、多くの場合、ネット

ワークに出入りするトラフィックのレートを制限するためにネットワークのエッジのインターフェイス

で設定されます。この機能を使用すると、ユーザが定義した基準に準拠するトラフィックはインター

フェイスを介して送信できますが、これらの基準を超える、または違反するトラフィックはプライオリ

ティ設定を下げて送信されるかドロップされます。

QoS および Auto-QoS については、第 40 章「Quality of Service の設定」を参照してください。

Resilient Ethernet Protocol 

Resilient Ethernet Protocol（REP）はシスコ独自のプロトコルで、スパニングツリー プロトコル

（STP）に代わるプロトコルとして、ネットワーク ループの制御、リンク障害の処理、コンバージェン

ス時間の改善を実現します。REP は、セグメントに接続されているポートのグループを制御すること

で、セグメントがブリッジング ループを作成するのを防ぎ、セグメント内のリンク障害に応答します。

REP は、より複雑なネットワークを構築するための基盤を提供し、VLAN ロード バランシングをサ

ポートします。

REP については、第 22 章「Resilient Ethernet Protocol の設定」を参照してください。
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SmartPort マクロ

SmartPort マクロは、一般的な設定を保存したり、共有する作業を簡単に実行するための方法を提供し

ます。SmartPort マクロを使用すると、ネットワーク内のスイッチの位置に基づいて機能および設定を

イネーブルにしたり、ネットワーク中に多数の設定を導入したりできます。

SmartPort マクロの設定については、第 18 章「SmartPort マクロの設定」を参照してください。

STP

STP は、ネットワークのすべてのノード間において、アクティブでループフリーなデータ パスを確保

するフォールトトレラントなインターネットワークを作成します。STP はアルゴリズムを使用し、ス

イッチド ネットワーク内のループフリーで 適なパスを計算します。

STP の設定手順については、第 20 章「STP および MST の設定」を参照してください。

Catalyst 4500 シリーズ スイッチは、次の STP 拡張をサポートしています。

• スパニングツリー PortFast：PortFast は、ポートとポートに直接接続したホストを、リスニング ス
テートとラーニング ステートをバイパスして、直接フォワーディング ステートに移行します。

• スパニングツリー UplinkFast：UplinkFast は、スパニングツリー トポロジの変更後に高速のコン

バージェンスを行い、アップリンク グループを使用して冗長リンク間のロード バランシングを実

現します。アップリンク グループは、転送中のリンクで障害が起きた場合に代替パスを提供しま

す。UplinkFast は、直接のリンク障害が発生したスイッチに対して、スパニングツリーのコン

バージェンス時間を短縮するように設計されています。

• スパニングツリー BackboneFast：BackboneFast は、間接的なリンク障害によるトポロジ変更後

に、スパニングツリーがコンバージェンスするのに必要な時間を短縮します。BackboneFast は、

間接的なリンク障害が発生したスイッチに対して、スパニングツリーのコンバージェンス時間を短

縮します。

• スパニングツリー ルート ガード：ルート ガードは、ポートを強制的に指定ポートにして、リンク

のもう一方でスイッチがルート スイッチにならないようにします。

STP 拡張については、第 23 章「オプションの STP 機能の設定」を参照してください。

ステートフル スイッチオーバー

ステートフル スイッチオーバー（SSO）は、アクティブ スーパーバイザ エンジンが冗長スーパーバイ

ザ エンジンに切り替わった場合、レイヤ 2 トラフィックに割り込みが瞬時に発生し、設定およびス

テート情報をアクティブ スーパーバイザ エンジンから冗長スーパーバイザ エンジンに伝播します。

• ステートフル IGMP スヌーピング

この機能はスイッチオーバーが発生した場合に、新しいアクティブ スーパーバイザ エンジンがマ

ルチキャスト グループ メンバーシップを認識するように、アクティブ スーパーバイザ エンジンか

ら学習した IGMP データを冗長スーパーバイザ エンジンに伝播します。これにより、スイッチ

オーバー中のマルチキャスト トラフィックの中断を軽減します。

• ステートフル DHCP スヌーピング

この機能はスイッチオーバーが発生した場合に、新しいアクティブ スーパーバイザ エンジンがス

ヌーピングされた DHCP データを認識し、セキュリティ機能が間断なく提供されるように、アク

ティブ スーパーバイザ エンジンからの DHCP スヌーピング データを冗長スーパーバイザ エンジ

ンに伝播します。
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SSO の詳細については、第 11 章「Cisco NSF/SSO スーパーバイザ エンジンの冗長構成の設定」を参

照してください。

SVI 自動ステート

SVI ポートが VLAN 上に複数存在する場合は、VLAN のすべてのポートが停止すると SVI も通常停止

します。SVI が「アップまたはダウン」状態であることを判断するときにいくつかのポートを考慮しな

いようにネットワークを設計できます。SVI 自動ステートは、SVI の「アップまたはダウン」判断時に

考慮しないポートにマーキングするつまみととして機能し、そのポートでイネーブルになっているすべ

ての VLAN に適用されます。

単一方向リンク検出

単方向リンク検出（UDLD）は、光ファイバまたは銅製イーサネット ケーブルで接続されたデバイス

で、ケーブルの物理構成をモニタして、単方向リンクを検出できるようにします。

標準 UDLD では、単方向リンクを検出できる時間は、タイマーがどのように設定されているかによっ

て数秒から数分まで異なります。リンク ステータス メッセージは 2 秒ごとに交換されます。Fast 
UDLD では、1 秒未満で（これもタイマーの設定によって異なります）単一方向リンクを検出できま

す。リンク ステータス メッセージは 200 ミリ秒ごとに交換されます。

UDLD および Fast UDLD の詳細については、第 30 章「UDLD の設定」を参照してください。

VLAN

VLAN は物理トポロジではなく、論理トポロジに従ってスイッチとルータを設定します。ネットワー

ク管理者は VLAN を使用することで、インターネットワーク内の LAN セグメントの集合を、各セグ

メントがネットワーク内で単一の LAN として表示されるような方法で、1 つの自律ユーザ グループに

まとめることができます。VLAN は、パケットが VLAN 内のポート間でのみ交換されるように、論理

的にネットワークを異なるブロードキャスト ドメインにセグメント化します。通常、VLAN は特定の

サブネットに対応しますが、必ずしも対応するとは限りません。

VLAN、VLAN トランキング プロトコル（VTP）、およびダイナミック VLAN メンバーシップの詳細

については、第 15 章「VLAN、VTP、および VMPS の設定」を参照してください。

次の VLAN 関連の機能もサポートされます。

• VTP：VTP は VTP 管理ドメインのすべてのデバイス間で、VLAN 名の一貫性と接続を維持しま

す。複数の VTP サーバを使用して、グローバル VLAN 情報を管理および修正できる冗長性をドメ

イン内にもたらすことができます。大規模なネットワークでも、わずかな VTP サーバしか要求さ

れません。

• プライベート VLAN：プライベート VLAN は、通常の VLAN の機能を持ち、スイッチ上の他の

ポートからレイヤ 2 をある程度分離させるポート セットです。

プライベート VLAN の詳細については、第 42 章「プライベート VLAN の設定」を参照してくだ

さい。

• プライベート VLAN トランク ポート：プライベート VLAN トランク ポートを使用すると、プラ

イベート VLAN 上のセカンダリ ポートが複数のセカンダリ VLAN を実行します。
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• プライベート VLAN 無差別トランク ポート：プライベート VLAN 無差別トランクを使用すると、

無差別ポートを 802.1Q トランク ポートに拡大し、複数のプライマリ VLAN（したがって、複数

のサブネット）を伝送します。プライベート VLAN 無差別トランクは一般的に、別のプライマリ 
VLAN 上で異なるサービスまたはコンテンツを独立加入者に提供するために使用します。セカン

ダリ VLAN は、プライベート VLAN 無差別トランク上で伝送できません。

• ダイナミック VLAN メンバーシップ：ダイナミック VLAN メンバーシップの、ポートに接続され

たデバイスの送信元 MAC に基づいて、VLAN にスイッチ ポートを動的に割り当てることができ

ます。ネットワーク内にあるスイッチの 1 つのポートからネットワーク内にある別のスイッチの

ポートにホストを移動する場合、そのスイッチはそのホストに適切な VLAN を新しいポートへ動

的に割り当てます。VLAN メンバーシップ ポリシー サーバ（VMPS）クライアント機能を使用す

ると、ダイナミック アクセス ポートを VMPS クライアントに変換できます。VMPS クライアント

は VQP クエリーを使用して VMPS サーバと通信し、ポートに接続するホストの MAC アドレスに

基づいてポートに VLAN を割り当てられます。

Virtual Switch System クライアント

Catalyst 4500 シリーズ スイッチは拡張 PAgP をサポートします。Catalyst 4500 シリーズ スイッチが 
PAgP EtherChannel を使用して Catalyst 6500 シリーズ Virtual Switch System（VSS）に接続されてい

る場合は、Catalyst 4500 シリーズ スイッチが、自動的に、デュアルアクティブ検出用のこの 
EtherChannel 上で拡張 PAgP を使用して、VSS クライアントになります。この VSS クライアント機能

は、Catalyst 4500 シリーズ スイッチのパフォーマンスに影響を与えることはなく、ユーザによる設定

も必要ありません。

VSS については、第 24 章「EtherChannel およびリンク ステート トラッキングの設定」を参照してく

ださい。

Y.1731（AIS および RDI）

Y.1731 ETH-AIS（Ethernet Alarm Indication Signal）機能および ETH-RDI（Ethernet Remote Defect 
Indication）機能は、大規模なネットワークのサービス プロバイダー向けに障害およびパフォーマンス

管理を提供します。

ETH-AIS は、サーバ（サブ）レイヤで障害状態を検出した後のアラームを抑制します。スパニングツ

リー プロトコル（STP）環境内で提供される独立した復元機能のため、ETH-AIS が STP 環境で適用さ

れることはありません。この場合、AIS は設定可能で、管理者は AIS を STP 環境またはそれ以外でイ

ネーブルおよびディセーブルにする方法について説明します。

ETH-RDI は、MEP が障害状態が発生したピア MEP と通信する際に使用します。ETH-RDI が使用さ

れるのは、ETH-CC 送信がイネーブルになっている場合のみです。

Y.1731 については、第 64 章「Y.1731 の設定（AIS および RDI）」を参照してください。

レイヤ 3 ソフトウェアの機能
レイヤ 3 スイッチは、キャンパス LAN またはイントラネット用に 適化され、広域イーサネット ルー

ティングとスイッチング サービスを提供する高性能スイッチです。レイヤ 3 スイッチングは、ルート

処理とインテリジェント ネットワーク サービスという 2 種類のソフトウェア機能によりネットワーク 
パフォーマンスを向上します。
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従来のソフトウェアベースのスイッチと比較すると、レイヤ 3 スイッチは、マイクロプロセッサをベー

スとするエンジンではなく、Application-Specific Integrated Circuit（ASIC）を使用することにより、

より多くのパケットをより高速に処理します。

ここでは、Catalyst 4500 シリーズ スイッチ上の主要なレイヤ 3 スイッチング ソフトウェアの機能につ

いて説明します。

• 「双方向フォワーディング検出」（P.1-12）

• 「シスコ エクスプレス フォワーディング」（P.1-12）

• 「EIGRP スタブ ルーティング」（P.1-13）

• 「拡張オブジェクト トラッキング」（P.1-13）

• 「GLBP」（P.1-13）

• 「HSRP」（P.1-14）

• 「インサービス ソフトウェア アップグレード」（P.1-18）

• 「IP ルーティング プロトコル」（P.1-15）

• 「IPv6」（P.1-18）

• 「マルチキャスト サービス」（P.1-18）

• 「NSF/SSO」（P.1-19）

• 「ルーテッド アクセスの OSPF」（P.1-20）

• 「ポリシーベース ルーティング」（P.1-20）

• 「単方向リンク ルーティング」（P.1-21）

• 「VRF-Lite」（P.1-21）

• 「Virtual Router Redundancy Protocol」（P.1-21）

双方向フォワーディング検出

（注） この機能は、Catalyst 4948E イーサネットおよび Catalyst 4900M シリーズ スイッチでのみサポートさ

れます。

双方向フォワーディング検出（BFD）プロトコル。BFD はあらゆるメディア タイプ、カプセル化、ト

ポロジ、およびルーティング プロトコルの高速転送パス障害検出回数を提供するように設計された検

出プロトコルです。これにはマルチ ホップ BFD セッションの設定方法の説明が含まれます。BFD は
高速転送パス障害検出に加えて、ネットワーク管理者に一貫した障害検出方法を提供します。

BFD の設定については、第 37 章「双方向フォワーディング検出の設定」を参照してください。

シスコ エクスプレス フォワーディング

シスコ エクスプレス フォワーディング（CEF）は、拡張レイヤ 3 IP スイッチング テクノロジーです。

CEF は大規模で動的なトラフィック パターンを持つインターネットなどのネットワークと、集約型の 
Web ベース アプリケーション、すなわち対話形式のセッションを用いるネットワークでネットワーク 
パフォーマンスとスケーラビリティを 適化します。CEF はネットワークのどの部分にも使用できま

すが、高い弾力性を持つ高性能レイヤ 3 IP バックボーン スイッチング用に設計されています。
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CEF の設定手順については、第 33 章「シスコ エクスプレス フォワーディングの設定」を参照してく

ださい。

EIGRP スタブ ルーティング

EIGRP スタブ ルーティング機能は、すべてのイメージで使用でき、エンド ユーザの近くにルーテッド 
トラフィックを移動することでリソースの利用率を低減させます。

IP ベース イメージには EIGRP スタブ ルーティングだけが含まれています。IP サービス イメージに

は、完全な EIGRP ルーティングが含まれています。

EIGRP スタブ ルーティングを使用するネットワークでは、IP トラフィックがユーザに到達するには、

ルート EIGRP スタブ ルーティングを設定しているスイッチを通過する必要があります。スイッチは、

ユーザ インターフェイスとして設定されているインターフェイスまたは他のデバイスに接続されてい

るインターフェイスにルーテッド トラフィックを送信します。

EIGRP スタブ ルーティングの設定手順については、第 32 章「レイヤ 3 インターフェイスの設定」を

参照してください。

拡張オブジェクト トラッキング

拡張オブジェクト トラッキング機能を導入しなくても、Hot Standby Router Protocol（HSRP; ホット

スタンバイ ルータ プロトコル）に単純なトラッキング メカニズムが内蔵されています。このメカニズ

ムでは、インターフェイスの回線プロトコルの状態しか追跡することができません。インターフェイス

のラインプロトコル ステートがダウンになった場合、ルータの HSRP 優先度は削減され、より高い優

先度のもう 1 つの HSRP ルータがアクティブになることができます。

EOT 機能は、HSRP からトラッキング メカニズムを分離して、別のスタンドアロン トラッキング プロ

セスを生成します。このプロセスは、別の Cisco IOS プロセスだけでなく、HSRP でも使用することが

できます。この機能を使用すると、インターフェイスのラインプロトコル ステートに加えて他のオブ

ジェクトも追跡できます。

HSRP、Virtual Router Redundancy Protocol（VRRP; 仮想ルータ冗長プロトコル）、Gateway Load 
Balancing Protoco（GLBP）などのクライアント プロセスで、トラッキング オブジェクトに対する興

味を登録し、追跡対象オブジェクトの状態が変化したときに通知を受け取るようにすることができま

す。

EOT の詳細については、次の URL を参照してください。

拡張オブジェクト トラッキングのプラットフォーム固有の情報については、第 57 章「拡張オブジェク

ト トラッキングの設定」を参照してください。

拡張オブジェクト トラッキングの詳細については、次の URL を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipapp/configuration/12-4t/iap-eot.html

GLBP

Gateway Load Balancing Protocol（GLBP）機能は、LAN 上の 1 つのデフォルト ゲートウェイで設定

された IP ホストの自動ルータ バックアップを提供します。LAN 上の複数のファースト ホップ ルータ

を連結し、IP パケットの転送負荷を共有しながら単一の仮想ファースト ホップ IP ルータを提供しま

す。GLBP デバイスはパケット転送の役割、リソースの使用状況の 適化を共有し、コストを削減しま

す。LAN 上にあるその他のルータは、冗長化された GLBP ルータとして動作できます。このルータ

は、既存のフォワーディング ルータが機能しなくなった場合にアクティブになります。これにより、

ネットワークの復元力が向上し、管理上の負担が軽減されます。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipapp/configuration/12-4t/iap-eot.html
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GLBP の詳細については、次の URL を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipapp/configuration/guide/ipapp_glbp_ps6350_TSD_Products_C
onfiguration_Guide_Chapter.html

Cisco IOS XE 3.1.0SG における Cisco IOS XE IP Application Services 機能

ここでは、Cisco IOS XE 3.1.0SG でサポートされている IP Application Services ソフトウェア機能に

ついて説明します。機能マニュアルへのリンクが掲載されています。

機能ガイドには、複数の機能に関する情報が含まれている場合があります。機能ガイドで特定の機能に

関する情報を検索する場合は、巻末の機能情報表を参照してください。

機能ガイドには、さまざまなソフトウェア リリースとプラットフォームでサポートされている機能が

掲載されています。ご使用のシスコ ソフトウェア リリースまたはプラットフォームで、機能ガイドに

記載されたすべての機能がサポートされているとは限りません。そのガイドでどの機能がソフトウェア 
リリースでサポートされるかについては、機能ガイドの 後にある機能情報の表を参照してください。

プラットフォームのサポートおよびシスコ ソフトウェア イメージのサポートに関する情報を検索する

には、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には 
http://www.cisco.com/go/cfn からアクセスしてください。Cisco.com のアカウントは不要です。

Gateway Load Balancing Protocol（GLBP）、GLBP MD5 認証

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipapp/configuration/guide/ipapp_glbp.html

HSRP

ホットスタンバイ ルータ プロトコル（HSRP）は、個々のレイヤ 3 スイッチのアベイラビリティに依

存することなく、イーサネット ネットワーク上のホストから IP トラフィックをルーティングすること

でネットワークの高いアベイラビリティを提供します。この機能は、Router Discovery Protocol
（RDP）をサポートせず、また選択されたルータのリロード時または電源がオフになったときに新しい

ルータに切り替わる機能を持たないホストに特に有効です。

HSRP の設定については、次の URL を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipapp/configuration/guide/ipapp_hsrp_ps6350_TSD_Products_C
onfiguration_Guide_Chapter.html

Cisco IOS XE IP Application Services：Cisco IOS XE 3.1.0SG における HSRP 機能

ここでは、Cisco IOS XE 3.1.0SG でサポートされている IP Application Services の HSRP ソフトウェ

ア機能について説明します。機能マニュアルへのリンクが掲載されています。

機能ガイドには、複数の機能に関する情報が含まれている場合があります。機能ガイドで特定の機能に

関する情報を検索する場合は、巻末の機能情報表を参照してください。

機能ガイドには、さまざまなソフトウェア リリースとプラットフォームでサポートされている機能が

掲載されています。ご使用のシスコ ソフトウェア リリースまたはプラットフォームで、機能ガイドに

記載されたすべての機能がサポートされているとは限りません。そのガイドでどの機能がソフトウェア 
リリースでサポートされるかについては、機能ガイドの 後にある機能情報の表を参照してください。

プラットフォームのサポートおよびシスコ ソフトウェア イメージのサポートに関する情報を検索する

には、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には 
http://www.cisco.com/go/cfn からアクセスしてください。Cisco.com のアカウントは不要です。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipapp/configuration/guide/ipapp_glbp_ps6350_TSD_Products_Configuration_Guide_Chapter.html
http://www.cisco.com/go/cfn
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipapp/configuration/guide/ipapp_glbp.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipapp/configuration/guide/ipapp_hsrp_ps6350_TSD_Products_Configuration_Guide_Chapter.html
http://www.cisco.com/go/cfn
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HSRP：Hot Standby Router Protocol（ホットスタンバイ ルータ プロトコル）

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipapp/configuration/guide/ipapp_hsrp.html

HSRP MD5 認証 
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipapp/configuration/guide/ipapp_hsrp.html

ICMP Redirect に対する HSRP サポート

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipapp/configuration/guide/ipapp_hsrp.html

IP Precedence アカウンティング

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipapp/configuration/guide/ipapp_ipserv.html

ISSU：HSRP
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipapp/configuration/guide/ipapp_hsrp.html

SSO：HSRP
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipapp/configuration/guide/ipapp_hsrp.html

SSO 対応 HSRP

SSO 対応 HSRP は、スーパーバイザ エンジンのスイッチオーバー時に、スタンバイ HSRP ルータにパ

ス変更することなく、連続してデータ パケットを転送します。スーパーバイザ エンジンのスイッチ

オーバー時に NSF/SSO は、HSRP 仮想 IP アドレスを使用し既知のルートに従って、連続してデータ 
パケットを転送します。両方のスーパーバイザ エンジンがアクティブ HSRP ルータで失敗した場合、

スタンバイ HSRP ルータがアクティブな HSRP ルータとして機能を引き継ぎます。これは NSF/SSO 
で提供される信頼性およびアベイラビリティをさらにレイヤ 3 に拡張します。SSO 対応 HSRP は、

スーパーバイザ冗長性のある Catalyst 4507R および 4510R シャーシ上の Supervisor Engine IV、V、

および V-10GE で利用可能です。

IP ルーティング プロトコル

Catalyst 4500 シリーズ スイッチでは、次のルーティング プロトコルがサポートされています。

• 「BGP」（P.1-15）

• 「EIGRP」（P.1-16）

• 「IS-IS」（P.1-16）

• 「OSPF」（P.1-17）

• 「RIP」（P.1-17）

BGP

ボーダー ゲートウェイ プロトコル（BGP）は、AS 間でのルーティング情報のループフリーな交換が

自動的に保証されるドメイン間ルーティング システムの設定を可能にする外部ゲートウェイ プロトコ

ルです。BGP では、各ルートはネットワーク番号と（AS パスと呼ばれる）情報が通過する AS のリス

ト、その他のパス属性のリストから構成されます。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipapp/configuration/guide/ipapp_hsrp.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipapp/configuration/guide/ipapp_hsrp.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipapp/configuration/guide/ipapp_hsrp.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipapp/configuration/guide/ipapp_ipserv.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipapp/configuration/guide/ipapp_hsrp.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipapp/configuration/guide/ipapp_hsrp.html
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Catalyst 4500 シリーズ スイッチは BGP バージョン 4 をサポートし、これにはクラスレス ドメイン間

ルーティング（CIDR）も含まれます。CIDR は、集約ルートすなわちスーパーネットを作成して、

ルーティング テーブルのサイズを縮小します。CIDR は、BGP 内部のネットワーク クラスの概念をエ

ミュレートし、IP プレフィックスのアドバタイズをサポートします。CIDR ルートは、OSPF、
EIGRP、RIP によって搬送されます。

BGP ルート マップの継続

BGP ルートマップの継続機能では、BGP ルートマップ コンフィギュレーションの continue 句を導入

します。continue 句により、プログラム可能なポリシー設定およびルート フィルタリングが提供され

ます。match と set 句によるエントリの実行が成功したあと、BGP ルート マップ continue 句を使用し

て、ルート マップの追加エントリを実行できます。continue 句により、同じルート マップ内で繰り返

されるポリシー設定数を減らすために、より多くのモジュラ ポリシー定義を設定および構成できます。

BGP の詳細については、次の URL を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_4t/ip_route/configuration/guide/t_brbbas.html

EIGRP

Enhanced Interior Gateway Routing Protocol（EIGRP）は IGRP の一種で、リンク ステート プロトコ

ルの利点にディスタンス ベクタ プロトコルを結合したものです。EIGRP は拡散更新アルゴリズム

（DUAL）を採用しています。EIGRP は高速コンバージェンス、可変長サブネット マスク、部分的境

界更新、複数のネットワーク層サポートの各機能を備えています。ネットワーク トポロジが変更され

ると、EIGRP はトポロジ テーブルで宛先までの新しい適切なルートを確認します。テーブルにこのよ

うなルートが見つかると、EIGRP はルーティング テーブルをただちに更新します。ユーザは EIGRP 
が IPX パケットのルーティング用に提供する高速コンバージェンスと部分的更新を使用できます。

EIGRP は、ルーティング情報が変更された場合にのみルーティング更新を送信することで、帯域幅を

節約します。この更新には、ルーティング テーブル全体ではなく、変更されたリンクに関する情報だ

けが含まれます。EIGRP はまた、更新を伝送するときのレートを決定する場合に、使用可能な帯域幅

を考慮に入れます。

（注） レイヤ 3 スイッチングは、Next Hop Resolution Protocol（NHRP）をサポートしていません。

（注） カスタマーは、IPv6 プレフィックスをルーティングするように Enhanced Interior Gateway Routing 
Protocol（EIGRP）を設定できます。IPv4 および IPv6 プレフィックス両方の EIGRP 設定およびプロ

トコル動作は似ているため、操作に一貫性があり、なじみやすくなっています。IPv6 向けの EIGRP に
より、お客様は既存の EIGRP 知識およびプロセスを使用して、IPv6 ネットワークを低コストで配置で

きます。

EIGRP の詳細については、次の URL を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6630/products_ios_protocol_option_home.html

IS-IS

Intermediate System-to-Intermediate System（IS-IS）プロトコルは、リンクステート ルーティング ア
ルゴリズムを使用します。これは、TCP/IP 環境で使用される Open Shortest Path First（OSPF）ルー

ティング プロトコルに厳密に準拠しています。ISO IS-IS プロトコルを運用する場合には、各ルータが

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_4t/ip_route/configuration/guide/t_brbbas.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6630/products_ios_protocol_option_home.html
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ネットワークの完全なトポロジ マップ（つまり、どの中間システムおよびエンド システムが他のどの

中間システムとエンド システムに接続しているか）を保持する必要があります。ルータは、周期的に

マップ上でアルゴリズムを実行して、可能性のあるすべての宛先への 短パスを計算します。

IS-IS プロトコルは、2 つの階層を使用します。中間システム（ルータ）はレベル 1 およびレベル 2 に
分類されます。レベル 1 中間システムは単一のルーティング エリアを扱います。トラフィックはその

エリア内でだけリレーされます。他のインターネットワーク トラフィックは も近いレベル 2 中間シ

ステムに送られます。これは、レベル 1 中間システムとしても動作します。レベル 2 中間システムは、

同一ドメイン内の異なるルーティング エリア間でトラフィックを移動します。

マルチエリアをサポートする IS-IS では単一の中間システム内に複数のレベル 1 エリアを持つことがで

きるので、1 つの中間システムで複数のエリアを構成することもできます。単一レベル 2 エリアは、エ

リア間トラフィックのバックボーンとして使用されます。

IS-IS の詳細については、次の URL を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6632/products_ios_protocol_option_home.html

OSPF

Open Shortest Path First（OSPF）プロトコルは、RIP の制約を克服することを目的とした標準ベース

の IP ルーティング プロトコルです。OSPF はリンク ステート ルーティング プロトコルであるため、

同じ階層領域内のすべてのルータに Link-State Advertisement（LSA; リンク ステート アドバタイズメ

ント）を送信します。OSPF LSA 内では、接続するインターフェイスとそれらのメトリックに関する

情報が用いられます。リンクステート情報が累積すると、ルータは、Shortest Path First（SPF）アルゴ

リズムを使用して各ノードへの 短パスを計算します。この他の OSPF の機能には、等コスト マルチ

パス ルーティングや上位層の Type of Service（ToS; タイプ オブ サービス）要求に基づくルーティング

などがあります。

OSPF は、OSPF の連続したネットワークおよびホストのグループであるエリアの概念を使用します。

OSPF エリアは、内部トポロジがエリア外のルータから見えない OSPF Autonomous System（AS; 自律

システム）を論理的に分割したものです。エリアによって IP ネットワーク クラスが提供するのとは異

なる階層レベルが追加され、これらを使用して、ルーティング情報の集約やネットワークの詳細事項の

マスクを行うことができます。このような機能により、OSPF は大規模ネットワークにおけるスケーラ

ビリティをより強化します。

OSPF の詳細については、次の URL を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk365/tk480/tsd_technology_support_sub-protocol_home.html

RIP

Routing Information Protocol（RIP）は、ディスタンスベクタのドメイン内ルーティング プロトコルで

す。RIP は小規模で均質なネットワークで効果的に機能します。大規模で複雑なインターネットワーク

では、RIP は 大ホップ カウント 15、Variable-Length Subnet Mask（VLSM）の非サポート、非効率

的な帯域幅使用、コンバージェンスの遅さなど数々の制約があります。RIP II は VLSM をサポートし

ています。

RIP の詳細については、次の URL を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk365/tk554/tsd_technology_support_sub-protocol_home.html

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6632/products_ios_protocol_option_home.html
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk365/tk480/tsd_technology_support_sub-protocol_home.html
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk365/tk554/tsd_technology_support_sub-protocol_home.html
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インサービス ソフトウェア アップグレード

SSO が機能するには、アクティブ スーパーバイザ エンジンとスタンバイ スーパーバイザ エンジンの

両方の Cisco IOS バージョンが同じである必要があります。Cisco IOS ソフトウェアのアップグレード

またはダウングレード中にバージョンが一致しないと、Catalyst 4500 シリーズ スイッチは強制的に 
RPR モードの動作になります。このモードでは、スイッチオーバー後にリンクフラップとサービス中

断が発生します。この問題は、ソフトウェアのアップグレードまたはダウングレード中に SSO/NSF 
モードで動作できるインサービス ソフトウェア アップグレード（ISSU）機能によって解決されます。

ISSU では、アクティブおよびスタンバイ スーパーバイザ エンジンそれぞれで実行しているステートフ

ル コンポーネント間で Version Transformation Framework を利用することにより、両方のスーパーバ

イザ エンジン上の異なるリリース レベルの Catalyst IOS または IOS XE イメージをアップグレードま

たはダウングレードできます。

Cisco IOS ISSU の詳細については、第 5 章「Cisco IOS インサービス ソフトウェア アップグレード プ
ロセスの設定」を参照してください。

Cisco IOS XE ISSU の詳細については、第 6 章「Cisco IOS XE インサービス ソフトウェア アップグ

レード プロセスの設定」を参照してください。

IPv6

IPv6 は、エンドツーエンドのセキュリティ、Quality of Service（QoS）、グローバルに一意なアドレス

などのサービスを提供します。IPv6 アドレス スペースによって、プライベート アドレスの必要性が低

下し、ネットワーク エッジの境界ルータで Network Address Translation（NAT; ネットワーク アドレ

ス変換）処理を行う必要性も低下します。

Catalyst 4500 シリーズ スイッチでサポートされている IPv6 サービスの詳細については、第 52 章
「IPv6 のサポート」を参照してください。

マルチキャスト サービス

マルチキャスト サービスは、ネットワーク上のパケットを必要な場合にのみ強制的に複製し、ホスト

上のグループの動的な加入および脱退を許可することで、帯域幅を節約します。次のマルチキャスト 
サービスがサポートされています。

• ANCP クライアント：ANCP マルチキャストを使用すると、ANCP（IGMP ではなく）または CLI 
のダイレクト スタティック コンフィギュレーションを使用して Catalyst 4500 スイッチ上のマルチ

キャスト トラフィックを制御できます。

• Cisco Group Management Protocol（CGMP）サーバ：CGMP サーバがマルチキャスト トラフィッ

クを管理します。マルチキャスト トラフィックは、接続するホストがマルチキャスト トラフィッ

クを要求するポートだけに転送されます。

• インターネット グループ管理プロトコル（IGMP）スヌーピング：IGMP スヌーピングがマルチ

キャスト トラフィックを管理します。スイッチ ソフトウェアは、IP マルチキャスト パケットを検

証して、その内容に基づいてパケットを転送します。マルチキャスト トラフィックは、マルチ

キャスト トラフィックを要求するホストが接続されたポートにのみ転送されます。

IGMPv3 のサポートによって、IGMPv3 ホストまたはルータが存在する場合に、マルチキャスト 
トラフィック フラッディングが抑制されます。IGMPv3 スヌーピングは、IGMPv3 クエリーおよ

びメンバーシップ レポート メッセージをリッスンして、ホストとマルチキャスト グループの関連

付けを維持します。また、スイッチからマルチキャスト データをそれが必要なポートにだけ伝播

させることができます。IGMPv3 スヌーピングは、IGMPv1 および IGMPv2 と完全な相互運用性

があります。
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明示的ホスト トラッキング（EHT）は、IGMPv3 スヌーピングの拡張機能です。EHT は、ポート

単位の即時脱退処理を可能にします。EHT は、ホストごとのメンバーシップ情報の追跡、または

すべての IGMPv3 グループ メンバに関する統計情報の収集に使用できます。

IGMP スヌーピング クエリアは、VLAN で IGMP スヌーピングをサポートするために必要なレイ

ヤ 2 機能です。VLAN では、マルチキャスト トラフィックでルーティングが必要ではないため、

PIM および IGMP は設定されていません。

IGMP スヌーピングの設定手順については、第 25 章「IGMP スヌーピングとフィルタリングの設

定」を参照してください。

• IPv6 Multicast Listen Discovery（MLD）と Multicast Listen Discovery スヌーピング：MLD は、

直接接続されたリンク上のマルチキャスト リスナー（IPv6 マルチキャスト パケットを受信する

ノード）の存在を検出し、隣接ノードに関係するマルチキャスト デバイスを検出するのに IPv6 マ
ルチキャスト パケットが使用するプロトコルです。MLD スヌーピングは、MLD v1 と MLD v2 の 
2 種類のバージョンでサポートされます。ネットワーク スイッチでは、MLD スヌーピングを使用

してマルチキャスト トラフィックのフラッディングを抑制し、IPv6 マルチ キャスト データを 
VLAN 内のすべてのポートにフラッディングされるのではなくデータを受信するポートのリスト

に転送します。これにより、ネットワーク デバイスの負荷を軽減し、リンクで不要な帯域幅を

小化し、IPv6 マルチ キャスト データを効率的に配信できます。

マルチキャスト サービスの設定方法については、第 26 章「IPv6 MLD スヌーピングの設定」を参

照してください。

• Protocol Independent Multicast（PIM）：PIM はプロトコル独立型で、EIGRP、OSPF、BGP、ス

タティック ルートなど、ユニキャスト ルーティング テーブルの読み込みにどのユニキャスト ルー

ティング プロトコルが使用されても利用できます。PIM はさらに、完全に独立したマルチキャス

ト ルーティング テーブルを作成する代わりに、ユニキャスト ルーティング テーブルを使用して 
Reverse Path Forwarding（RPF）チェック機能を実行します。

PIM-SSM マッピングについては、次の URL を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_3t/12_3t2/feature/guide/gtssmma.html#wp1171997 

• IP マルチキャスト ロード分割（S、G、およびネクスト ホップを使用する等コスト マルチパス

（ECMP））： IP マルチキャスト ロード分割では、ソース アドレスとグループ アドレスに基づいた、

およびソース アドレスとグループ アドレスとネクスト ホップ アドレスに基づいたロード分割のサ

ポートを追加して、より柔軟なサポートを ECMP マルチキャスト ロード分割に導入しています。

この機能により、多数のストリームをグループに送信するデバイスまたは多数のチャネルをブロー

ドキャストするデバイス（IPTV サーバや MPEG ビデオ サーバなど）からのマルチキャスト トラ

フィックを、等コスト パスの全域にわたってより効果的にロード共有できます。

マルチキャスト サービスの設定方法については、第 35 章「IP マルチキャストの設定」を参照してくだ

さい。

NSF/SSO

Non-Stop Forwarding with Stateful Switchover（NSF/SSO）は、スーパーバイザ エンジンのスイッチ

オーバー時にレイヤ 3 ルーティング環境で継続してデータ パケットを転送します。スーパーバイザ エ
ンジンのスイッチオーバー時、NSF/SSO は、ルーティング プロトコル情報を回復および検証する一方

で、既知のルートに従って継続してデータ パケットを転送し、不必要なルート フラップを引き起こさ

ず、ネットワークが不安定になるのを回避します。NSF/SSO を使用すると、IP Phone コールはドロッ

プされません。NSF/SSO は、OSPF、BGP、EIGRP、IS-IS、およびシスコ エクスプレス フォワー

ディング（CEF）でサポートされます。NSF/SSO は一般的に、企業またはサービス プロバイダー ネッ

トワークの 重要部分（レイヤ 3 集約 /コアまたはレジリエント レイヤ 3 ワイヤリング クローゼット設

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_3t/12_3t2/feature/guide/gtssmma.html#wp1171997
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計など）で展開されます。これは、重要なアプリケーションの単一シャーシ展開の重要なコンポーネン

トです。NSF/SSO は、スーパーバイザ冗長のある Catalyst 4507R および 4510R シャーシの出荷され

たスーパーバイザ エンジンすべてで利用できます。

（注） IP ベース イメージでは、NSF は EIGRP スタブ ルーティングと OSPF でサポートされます。

（注） Enterprise Services イメージでは、NSF は RIP を除くすべてのルーティング プロトコルでサポートさ

れています。

（注） LAN ベース イメージは NSF をサポートしません。

NSF/SSO の詳細については、第 11 章「Cisco NSF/SSO スーパーバイザ エンジンの冗長構成の設定」

を参照してください。

ルーテッド アクセスの OSPF
ルーテッド アクセスの OSPF は、お客様がレイヤ 3 ルーティングの機能をアクセス クローゼットまた

はワイヤリング クローゼットに拡張できるようにするために、特別に設計されています。

（注） OSPF for Routed Access は、OSPFv2 インスタンスと OSPFv3 インスタンスをそれぞれ 1 つずつと、

大 200 のダイナミックに学習されるルートをサポートします。

ワイヤリング クローゼット（スポーク）が、すべての非ローカルのトラフィックをディストリビュー

ション レイヤに転送するディストリビューション スイッチ（ハブ）に接続された、キャンパス環境の

標準的なトポロジ（ハブおよびスポーク）では、ワイヤリング クローゼット スイッチが、完全なルー

ティング テーブルを保持する必要がありません。理想的には、ディストリビューション スイッチは、

エリア間および外部ルートに到達するためのデフォルト ルートをワイヤリング クローゼット スイッチ

に送信します（OSPF スタブまたは完全なスタブ エリア設定）。

詳細については、次のリンクを参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/solutions/Enterprise/Campus/routed-ex.html

Cisco IOS Release 12.2(53)SG では、IP ベース イメージはルーテッド アクセスの OSPF をサポートし

ます。ルート制限のない複数の OSPFv2 および OSPFv3 インスタンスが必要な場合は、Enterprise 
Services イメージが必要です。また、VRF-Lite 機能をイネーブルにするためにも Enterprise Services 
は必要です。

ポリシーベース ルーティング

従来の IP の転送判断は、転送するパケットの宛先 IP アドレスのみに基づいていました。ポリシーベー

ス ルーティング（PBR）では、送信元インターフェイス、IP 送信元アドレス、レイヤ 4 ポートなど、

パケットに関連したその他の情報に基づいて転送できます。この機能により、ネットワーク管理者はよ

り柔軟にネットワークを設定および設計できるようになります。

PBR の詳細については、第 38 章「ポリシーベース ルーティングの設定」を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/solutions/Enterprise/Campus/routed-ex.html
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ユニキャスト Reverse Path Forwarding
ユニキャスト Reverse Path Forwarding（ユニキャスト RPF）機能は、検証可能な送信元 IP アドレスが

不足している IP パケットを廃棄することで、間違ったまたは偽造（スプーフィングされた）送信元 IP 
アドレスがネットワークに流れて発生する問題を軽減するのに役立ちます。

URPF については、第 34 章「uRPF の設定」を参照してください。

単方向リンク ルーティング

単方向リンク ルーティング（UDLR）は、単一方向の物理インターフェイス（高帯域の衛星リンクな

ど）上でマルチキャスト パケットをバック チャネルを持つスタブ ネットワークに転送する手段を提供

します。

UDLR の設定手順については、『Cisco IP and IP Routing Configuration Guide』の「Configuring 
UniDirectional Link Routing」を参照してください。

VRF-Lite

VPN Routing and Forwarding Lite（VRF-Lite）は、IP ルーティングの拡張機能で、複数のルーティン

グ インスタンスを提供します。BGP と同様に、VRF-Lite は各 VPN カスタマーに対して別々の IP 
ルーティングおよび転送テーブルを維持したまま、レイヤ 3 VPN サービスの作成を可能にします。

VRF-Lite は、入力インターフェイスを使用して異なる VPN のルートを区別します。VRF-Lite は、1 
つまたは複数のレイヤ 3 インターフェイスを各 VPN Routing/Forwarding（VRF; VPN ルーティング /
転送）に対応付けて仮想パケット転送テーブルを形成し、単一のスイッチ上に複数のレイヤ 3 VPN を
作成できるようにします。VRF の有効なインターフェイスは、イーサネット ポートなどの物理イン

ターフェイス、または VLAN Switch Virtual Interface（SVI; スイッチ仮想インターフェイス）などの

論理インターフェイスです。ただし、インターフェイスは常に複数の VRF に属することができませ

ん。

VRF-Lite については、第 39 章「VRF-Lite の設定」を参照してください。

Virtual Router Redundancy Protocol

Virtual Router Redundancy Protocol（VRRP; 仮想ルータ冗長プロトコル）は、標準ベースのファース

トホップ冗長プロトコルです。VRRP を使用すると、ルータ グループは 1 つの仮想 IP アドレスと 1 つ
の仮想 MAC アドレスを共有することで、1 つの仮想ルータとして機能します。マスター ルータはパ

ケット転送を実行し、バックアップ ルータはアイドル状態のままです。VRRP は一般的に、マルチベ

ンダーのファーストホップ ゲートウェイ冗長配置で使用されます。

VRRP の詳細については、次の URL を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipapp/configuration/guide/ipapp_vrrp_ps6441_TSD_Products_C
onfiguration_Guide_Chapter.html

管理機能
Catalyst 4500 シリーズ スイッチは CLI を使用して、または SNMP などの代替アクセス方式を通じて

ネットワークの管理と制御を行います。スイッチ ソフトウェアは、次のネットワーク管理機能をサ

ポートしています。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipapp/configuration/guide/ipapp_vrrp_ps6441_TSD_Products_Configuration_Guide_Chapter.html
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• 「Cisco Call Home」（P.1-22）

• 「Cisco Energy Wise」（P.1-23）

• 「Cisco IOS IP Service Level Agreement」（P.1-23）

• 「Cisco メディア サービス プロキシ」（P.1-24）

• 「Cisco Medianet AutoQoS」（P.1-24）

• 「Cisco Medianet メタデータ」（P.1-25）

• 「Cisco IOS Mediatrace と Performance Monitor」（P.1-25）

• 「Cisco Network Assistant」（P.1-26）

• 「Dynamic Host Control Protocol」（P.1-26）

• 「Easy Virtual Network」（P.1-27）

• 「組み込み CiscoView」（P.1-27）

• 「組み込まれている Event Manager」（P.1-28）

• 「イーサネット管理ポート」（P.1-28）

• 「Supervisor Engine 7-E および Supervisor Engine 7L-E のファイル システム管理」（P.1-28）

• 「Supervisor Engine 6-E、Supervisor Engine 6L-E、Catalyst 4948E および Catalyst 4900M の FAT 
管理システム」（P.1-28）

• 「強制 10/100 自動ネゴシエーション」（P.1-29）

• 「インテリジェントな電源管理」（P.1-29）

• 「MAC アドレス通知」（P.1-29）

• 「MAC 通知 MIB」（P.1-29）

• 「NetFlow 統計情報」（P.1-29）

• 「NetFlow-lite」（P.1-30）

• 「Power over Ethernet」（P.1-30）

• 「セキュア シェル」（P.1-30）

• 「簡易ネットワーク管理プロトコル」（P.1-30）

• 「SPAN および RSPAN」（P.1-31）

• 「Universal Power over Ethernet」（P.1-31）

• 「Web Content Coordination Protocol」（P.1-31）

• 「Wireshark」（P.1-32）

• 「XML-PI」（P.1-32）

Cisco Call Home

Call Home を使用すると、E メールベースおよび Web ベースで重大なシステム イベントの通知を行え

ます。ポケットベル サービス、通常の電子メール、または XML ベースの自動解析アプリケーション

との適切な互換性のために、さまざまなメッセージの形式が使用できます。この機能の一般的な利用方

法には、ネットワーク サポート エンジニアのダイレクト ページング、ネットワーク オペレーション 
センターへの電子メール通知、サポート Web サイトへの XML 配信、Cisco Smart Call Home サービス

を利用したシスコ Technical Assistance Center（TAC）の直接ケース生成などがあります。
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Call Home 機能では、設定、診断、環境条件、コンポーネント、システム イベントについての情報を

含むアラート メッセージを送信できます。

Call Home の詳細については、第 65 章「Call Home の設定」を参照してください。

Cisco Energy Wise

Cisco EnergyWise はシスコ スイッチング ソリューションに追加されたエネルギー管理テクノロジー

で、企業のインフラストラクチャ全体にわたるエネルギー消費量の測定、報告、削減を支援します。

EnergyWise の管理インターフェイスを使用すると、ネットワークを統合ファブリックとして使用し

て、ネットワーク管理アプリケーションをエンドポイントと通信させたり、相互に通信させたりできま

す。

詳細については、次の URL を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/energywise/phase2/ios/configuration/guide/ew_v2.html

http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/energywise/phase2_5/ios/release/notes/ol23554.html#w
p60494l

Cisco IOS IP Service Level Agreement

Cisco IOS IP Service Level Agreement（SLA; サービス レベル契約）により、シスコのお客様は、アク

ティブなトラフィック（連続的で信頼性がある予測可能な形式でのトラフィックの発生）をモニタリン

グして、IP アプリケーション向けの IP サービス レベルを分析できます。Cisco IOS SLA を使用する

と、サービス プロバイダーのお客様はサービス レベル契約の検討と提供が可能になり、企業のお客様

はサービス レベルの検証、外部委託しているサービス レベル契約の検証、およびネットワーク パ
フォーマンスの把握ができるようになります。Cisco IOS IP SLA は、ネットワーク アセスメントを実

行することで Quality of Service（QoS）の検証、新しいサービス導入の簡易化、ネットワーク トラブ

ルシューティングの補助を可能にします。

Cisco IOS IP SLA のプラットフォーム固有の情報については、第 66 章「Cisco IOS IP SLA 動作の設

定」を参照してください。

Cisco IOS IP SLA の詳細については、次の URL の『Cisco IOS IP SLAs Configuration Guide, Release 
12.4T』を参照してください。
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipsla/configuration/guide/12_4t/sla_12_4t_book.html

Catalyst 4500 シリーズ スイッチでは、Cisco IOS IP SLA ビデオ動作を使用する組み込みのトラフィッ

ク シミュレータもサポートして、Telepresence、IPTV、IP ビデオ サーベイランス カメラなど、さまざ

まなビデオ アプリケーションの合成トラフィックを生成します。次の目的のために、このシミュレー

タ ツールを使用できます。

• ネットワーク パフォーマンス要件の厳しいアプリケーションを導入する前にネットワーク アセス

メントを行うため。

• 導入後のネットワーク関連のパフォーマンスの問題を Cisco IOS Mediatrace と連携してトラブル

シューティングするため。

このトラフィック シミュレータには、複数のテストを同時または定期的に、長期にわたって実行でき

る高性能なスケジューラが含まれています。（Enterprise Services フィーチャ セットを実行しているス

イッチでのみサポートされます）。

この機能の設定については、次の URL にある『Configuring Cisco IOS IP SLAs Video Operations』を

参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipsla/configuration/guide/12_4t/sla_12_4t_book.html
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http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipsla/configuration/12-2se/sla_video.html

Cisco メディア サービス プロキシ

メディア サービス プロキシ（MSP）機能は、ネットワークのさまざまなメディア エンド ポイントを

自動的に特定し、適切なメディア サービスを提供します。これは、適切なデバイスをそれぞれに対応

するネットワーク サービスに自動的に接続するレイヤとして機能します。

MSP はネットワーク中心のモデルに従います。このモデルでは、アクセス スイッチおよびルータはデ

バイスとフローに関する情報を、Cisco Discovery Protocol（以前の CDP）および DHCP などのメカニ

ズムを使用することによって、または Session Initiation Protocol（SIP）および H.323 などの主要なプ

ロトコル パケットのスヌーピングによって学習します。情報の学習を達成するために、エンドポイン

トへ変更を加える必要はありません。情報が収集された後、MSP がネットワーク デバイスに適切な

サービスを提供します。

次に、MSP の利点を示します。

•ネットワークのデバイスおよびフローの自動識別。

•エンドポイントへの適切なサービスの適用。

•管理者のための設定制御（それによってサービスの手動による設定および管理が減少します）。たとえ

ば、保証帯域幅を必要とするビデオ アプリケーションのためにネットワークにリソース予約プロトコ

ル（RSVP）を設定します。

（注） システムは MSP およびメタデータがイネーブルの状態で 512 を超える SIP フローに拡張する

ことはできません。

この機能の設定については、次のマニュアルを参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/partner/docs/ios-xml/ios/msp/configuration/15-1sg/med-ser-prxy.html

http://www.cisco.com/en/US/partner/docs/ios-xml/ios/msp/configuration/xe-3sg/med-ser-prxy-xe.html

Cisco Medianet AutoQoS

Cisco Medianet AutoQoS はスイッチでの QoS のイネーブル化のプロセスを容易にするためのデフォル

ト設定を提供します。さまざまなプラットフォーム間で QoS の機能と動作に違いがあるため、このプ

ロセスは困難な場合があります。この機能は、Catalyst 4500 の AutoQoS 機能を拡張して、ビデオ ト
ラフィックやその他の種類のトラフィックをサポートします。

AutoQoS の目的は、QoS をサポートするネットワークの設定中にお客様が引き受けなければならない

作業を簡略化することです。これは、さまざまなトラフィック クラスを処理するために QoS 設定を自

動化して行われます。Medianet の AutoQoS には、所定の設定を実装するために既存の CLI コマンド

を呼び出すマクロとして機能するコマンドが用意されています。特定のインターフェイスに接続されて

いるデバイス（PC、別のスイッチ、IP カメラなど）のタイプを指定する必要があります。Medianet の 
AutoQoS は、そのインターフェイスにデフォルトの QoS 設定を適用します。これは必要に応じて後で

微調整が可能です。

詳細については、第 40 章「Quality of Service の設定」を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipsla/configuration/12-2se/sla_video.html
http://www.cisco.com/en/US/partner/docs/ios-xml/ios/msp/configuration/15-1sg/med-ser-prxy.html
http://www.cisco.com/en/US/partner/docs/ios-xml/ios/msp/configuration/xe-3sg/med-ser-prxy-xe.html
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Cisco Medianet メタデータ

メタデータは他のデータを限定するデータです。メタデータは、ネットワークに流れるメディア スト

リームのタイプ、性質と特性についてネットワークに認識させることによりインテリジェント ネット

ワークをサポートするのを支援します。また、メタデータでは、ネットワークがメディア ストリーム

にポリシーを適用できるようになります。Medianet システムにわたって、メタデータは、さまざまな 
Medianet サービスにより首尾一貫して生成、転送、保存、および取得され、その作用を受けます。

メタデータ インフラストラクチャは、1 コンポーネントからのデータを、ネットワーク要素の間だけで

なく、同じネットワーク要素の別のコンポーネントが使用できるようにするフレームワークを提供しま

す。

フロー メタデータは、Cisco IOS Release 15.1(1)SG よりも前のリリースでサポートされます。フロー 
メタデータは、ネットワーク内のフローを記述するデータです。このメタデータは属性とともに 5 タプ

ル フローを記述します。ネットワーク要素は、エンドポイントによって生成されたメタデータに基づ

いてアクションを実行できます。

メタデータ インフラストラクチャは、プロデューサとコンシューマという 2 つの主要コンポーネント

で構成されています。

• メタデータ プロデューサはメタデータのソースです。プロデューサは、特定のフローのすべての

属性を伝播します。プロデューサはネットワーク内の任意の場所（エンドポイント、プロキシ 
エージェント、または中間ノード）に存在することができます。現在、エンドポイントによって生

成されるメタデータがサポートされています。プロデューサはメタデータ属性をシグナリングする

ための RSVP などの特定の転送プロトコルを使用して、コントロール プレーン データベースと呼

ばれるデータベースに情報を格納します。その情報をコンシューマが使用できます。

• メタデータ コンシューマはプロデューサが提供するフロー タプルとメタデータを使用するネット

ワーク要素です。フロー タプルとメタデータは、転送インフラストラクチャを介して異なるネッ

トワーク要素のコンシューマへ、メディア パスに沿って伝播することもできます。

設定の詳細については、次の URL を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/mdata/configuration/15-2mt/mdata-15-2-book.html

メタデータ コマンドの詳細については、次の URL を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/qos/command/qos-cr-book.html

Cisco IOS Mediatrace と Performance Monitor
Cisco IOS Mediatrace は、IP フローのパスをネットワーク管理者が検出できるようにしてパフォーマ

ンスの低下の問題を切り分けてトラブルシューティングを行う場合や、経路上のノードでモニタリング

機能を動的にイネーブルする際や、ネットワークホップバイホップ ベースで情報を収集するのに役立

ちます。この情報には、特に、フロー統計情報のほか、着信および発信インターフェイス、CPU、お

よびメモリの使用率情報、さらに IP ルートまたは Cisco IOS Mediatrace のモニタリング状態の変更が

含まれます。

詳細については、次の URL を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/media_monitoring/configuration/guide/15_1m_and_t/mm_15_1
m_and_t.html

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/media_monitoring/command/reference/mm_book.html

Cisco IOS Mediatrace および Performance Monitor の設定時の注意事項は次のとおりです。

• ビデオ モニタリングは、物理ポート上でのみサポートされます。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/mdata/configuration/15-2mt/mdata-15-2-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/qos/command/qos-cr-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/media_monitoring/configuration/guide/15_1m_and_t/mm_15_1m_and_t.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/media_monitoring/command/reference/mm_book.html
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Catalyst 4500 シリーズ スイッチでの Cisco IOS Mediatrace と Performance Monitor の制約事項は、次

のとおりです。

• どちらの機能も、入力トラフィックをモニタするようにだけ設定できます。

• Supervisor Engine 6-E、Supervisor 6L-E、Catalyst 4900M および Catalyst 4948E では、パケット

はカプセル化で CEure および rxSPAN セッションの両方によってモニタすることはできません。

初に適用されたコンフィギュレーションが優先されます。

• インターフェイスで受信されたすべてのパケットをモニタできわけではありません。入力インター

フェイスによって受信された後で、パケットは転送の判断ができなくなるか、または設定されたセ

キュリティ機能（IP ソース ガードなど）が原因でさまざまな段階でドロップされる可能性があり

ます。スイッチは、スイッチ近くのパケットを監視しようとしますが、入力分類段階の前にドロッ

プされていないパケットのみモニタ可能です。

• CPU 使用率は高いトラフィック レートをモニタするときに影響を受けます。内部で決定されたし

きい値を超過すると、モニタ対象のパケットは元のパケットがハードウェアでそのまま転送されま

すがドロップされます。リリース IOS XE 3.3.0SG および IOS 15.1(1) SG 以降、モニタ対象のパ

ケットは、次のいずれかが当てはまる場合、ドロップされることがあります。

– パケット レートがフローごとに 512 PPS を超えている。

– モニタ トラフィックの合計帯域幅が 10Mbps を超えている。

– リソースが新しく監視されるパケットのエンキュー不十分である。

モニタ対象のパケットがドロップされた場合、フロー レコードに collect monitor event が含まれて

いれば、monitor event は TRUE に設定されます。1 分間、新しいドロップがなければ、monitor 
event は FALSE に設定されますが、新しいモニタ間隔が開始されるまで、show performance 
monitor status の出力に反映されません。

monitor event はグローバル フラグです。これは、「monitor event」を TRUE に設定するトリガー

となるすべてのパケットが、その監視間隔のすべてのモニタされたフローに関してドロップされる

ことを意味します。メトリックが連続パケットの収集に依存していれば、そのメトリックの精度は 
monitor event が TRUE の場合に影響を受ける可能性があります。

Cisco Network Assistant

Cisco Network Assistant は、スタンドアロン デバイス、デバイスのクラスタ、またはデバイスの集合

を、ご使用のイントラネットの任意の場所で管理します。グラフィカル ユーザ インターフェイスを使

用すると、コマンドライン インターフェイス コマンドを覚える必要がなく、複数の設定作業を実行で

きます。組み込み CiscoView は、スイッチ フラッシュ上に組み込むことができるデバイス管理アプリ

ケーションで、スイッチのダイナミック ステータス、モニタリング、および設定情報を提供します。

Cisco Network Assistant の詳細については、第 14 章「Cisco Network Assistant による Catalyst 4500 
シリーズ スイッチの設定」を参照してください。

Dynamic Host Control Protocol

Catalyst 4500 シリーズ スイッチは、次の方法で DHCP を使用します。

• DHCP サーバ：Cisco IOS DHCP サーバ機能は、ルータ内で指定されたアドレス プールから 
DHCP クライアントに IP アドレスを割り当てて管理する完全な DHCP サーバ実装です。Cisco 
IOS DHCP サーバが自身のデータベースで DHCP 要求を実行できない場合、この要求をネット

ワーク管理者が定義した 1 つまたは複数のセカンダリ DHCP サーバに転送できます。

• DHCP の自動設定：この機能により、ご使用のスイッチ（DHCP クライアント）は起動時に IP ア
ドレス情報およびコンフィギュレーション ファイルを使用して、自動的に設定されます。
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DHCP サーバの設定については、次の URL の『Cisco IOS IP and IP Routing Configuration 
Guide』の「Configuring DHCP」の章を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/evn/configuration/xe-3s/evn-xe-3s-book.html

Easy Virtual Network

Easy Virtual Network（EVN）は、ネットワークのエンドツーエンドの仮想化を実現する IP ベースの

仮想化テクノロジーです。単一の IP インフラストラクチャを使用して、トラフィック パスが相互に独

立した状態で、個別の仮想ネットワークを提供できます。Easy Virtual Network を設定して、複数の仮

想 IP ネットワークを設定します。

EVN の詳細については、次の URL を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/evn/configuration/xe-3s/evn-xe-3s-book.html

次の制約事項 /機能の相互作用が適用されます。

• NetFlow

EVN トランク インターフェイスに設定されている場合、NetFlow はすべての VRF のトラフィッ

ク情報をキャプチャしますが、その情報を維持しません。

• SPAN

– EVN トランク インターフェイスが SPAN 送信元として設定されている場合、EVN トランク

によって搬送されるすべての VRF に属するトラフィックがスパンされます。デフォルトでは、

VNET タグは保持されません。これを維持するには、encapsulation dot1q オプションで 
SPAN 宛先を設定します。

– EVN トランクの特定の VRF に属するトラフィックをスパンするには、対応する VNET タグ

を vlan_ids として持つ filter vlan を SPAN セッションに設定し、filter vlan で指定された 
VLAN を設定します。

– すべてのインターフェイス上の特定の VRF のトラフィックをスパンするには、VNET タグを 
vlan_ids として持つ SPAN 送信元として vlan を設定し、送信元として指定された VLAN を設

定します。

– CPU が SPAN 送信元として設定されている場合、スパンされる送信パケットはデフォルトで

タグ付けされます。encapsulation dot1q オプションが SPAN セッションで設定されている場

合、スパンされた CPU 送信パケットは二重タグ付きです。

SPAN セッションの設定については、第 55 章「SPAN および RSPAN の設定」を参照してくださ

い。

組み込み CiscoView
Catalyst 4500 シリーズ スイッチを設定するための Web ベースのツールです。組み込み CiscoView は、

スイッチ フラッシュ上に組み込むことができるデバイス管理アプリケーションで、スイッチのダイナ

ミック ステータス、モニタリング、および設定情報を提供します。

（組み込み CiscoView の詳細については、第 4 章「スイッチの管理」を参照してください）。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/evn/configuration/xe-3s/evn-xe-3s-book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/evn/configuration/xe-3s/evn-xe-3s-book.html
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組み込まれている Event Manager
Embedded Event Manager（EEM）は、イベント検出と回復を Cisco IOS 内部で直接行うための分散型

でカスタマイズされた手法です。EEM はイベントをモニタし、モニタ対象イベントが発生したり、し

きい値に達したりすると、情報提供や訂正などの必要な EEM 処理を実行します。EEM ポリシーは、

イベントおよびイベントが発生した場合に行う処理を定義するエンティティです。

EEM については、次の URL を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/netmgmt/configuration/guide/nm_eem_overview_ps6441_TSD_
Products_Configuration_Guide_Chapter.html#wp1070107

イーサネット管理ポート

イーサネット管理ポートは、PC を接続するレイヤ 3 ホスト ポートで、Fa1 または fastethernet1 ポート
とも呼ばれます。ネットワークの管理に、スイッチ コンソール ポートの代わりとしてイーサネット管

理ポートを使用できます。スイッチ スタックを管理するときに、PC を Catalyst 4500 シリーズ スイッ

チのイーサネット管理ポートに接続します。

イーサネット管理ポートの詳細については、第 7 章「インターフェイスの設定」の「イーサネット管

理ポートの使用」を参照してください。

Supervisor Engine 7-E および Supervisor Engine 7L-E のファイル シ
ステム管理

IOS XE 3.1.0SG の format コマンドは、標準的な IOS 形式と比較して若干変更されました。その理由

は、後者が ext2 形式をサポートしないためです。

IOS XE 3.1.0SG での USB フラッシュでは、3 つのオプション形式、つまり FAT16、FAT32 および 
EXT2 があります。

Switch# format usb0: ?
   FAT16  FAT16 filesystem type
   FAT32  FAT32 filesystem type
   ext2   ext2 filesystem type

IOS XE 3.1.0SG での SD カードでは、デフォルト形式は FAT16 です。

Switch# format slaveusb0: ?
    FAT16  FAT16 filesystem type
   FAT32  FAT32 filesystem type
   ext2   ext2 filesystem type

Supervisor Engine 6-E、Supervisor Engine 6L-E、Catalyst 4948E 
および Catalyst 4900M の FAT 管理システム

FAT ファイル システムは、デバイス ディスクおよびフラッシュ上のファイルの管理に広く使用されて

います。FAT ファイル システムのサポートにより、フラッシュ間でイメージの削除、追加、および転

送を容易に行うことができます。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/netmgmt/configuration/guide/nm_eem_overview_ps6441_TSD_Products_Configuration_Guide_Chapter.html#wp1070107
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強制 10/100 自動ネゴシエーション

この機能により、ポートが自動ネゴシエーションする速度を物理 大速度よりも低い速度に制限するよ

う、ポートを設定できます。この方法はスループットを減らすので、Access Control List（ACL; アク

セス コントロール リスト）を使用するよりも少ないオーバヘッドとなります。

インテリジェントな電源管理

この機能はシスコ製の受電デバイスと連動し、電力ネゴシエーションを使用して、802.3af クラスによ

り提供される粒度の電力消費量を超える 802.3af 準拠の受電デバイスの電力消費量を 適化します。ま

た電力ネゴシエーションにより、802.3af および IEEE 標準で必要とされるような高電力レベルをサ

ポートしない古いモジュールと新しい受電デバイスとの下位互換性も可能になります。

インテリジェントな電源管理の詳細については、第 13 章「Power over Ethernet（PoE）の設定」の

「インテリジェントな電源管理」を参照してください。

MAC アドレス通知

MAC アドレス通知機能により、Catalyst 4500 シリーズ スイッチによって学習され、エージングアウ

トし、スイッチから削除された MAC アドレスがモニタリングされます。通知は 
CISCO-MAC-NOTIFICATION MIB を使用して送信または取得されます。これは一般的に、ホストが

移動するたびに MAC アドレス通知イベントを収集する中央ネットワーク管理アプリケーションによっ

て使用されます。潜在的な DoS 攻撃または中間者攻撃を通知するよう、ユーザ設定可能な MAC テー

ブル利用率しきい値を定義できます。

MAC アドレス通知の詳細については、第 4 章「スイッチの管理」を参照してください。

MAC 通知 MIB
MAC 通知 MIB 機能はネットワーク パフォーマンス、利用率、およびセキュリティ状態をモニタリン

グします。これにより、ネットワーク管理者はイーサネット フレームを転送するスイッチ上で学習ま

たは削除された MAC アドレスを追跡できます。

NetFlow 統計情報

（注） NetFlow は、Catalyst 4900M、Catalyst 4948E、Supervisor Engine 6-E、および Supervisor Engine 
6L-E でサポートされません。これは、Supervisor Engine 7-E および Supervisor Engine 7L-E だけでサ

ポートされます。

NetFlow 統計情報は、グローバル トラフィックのモニタリング機能で、スイッチを通過するすべての 
IPv4 ルーテッド トラフィックについてフローレベルの監視を提供します。ルーテッド IP フローおよび

スイッチド IP フローの両方をサポートします。

NetFlow 統計情報の詳細については、第 60 章「NetFlow の設定」を参照してください。
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NetFlow-lite

（注） NetFlow-lite は Catalyst 4948E および Catalyst 4948E-F イーサネット スイッチでのみサポートされま

す。

NetFlow-lite 機能は、スイッチのインターフェイスにすることができるモニタリング ポイントでの入

力パケット サンプリングに基づいています。NetFlow のサンプリング パケットをエクスポートするこ

とにより、デバイスで切り替えられるトラフィックが可視化されます。入力パケットをサンプリングす

るレートは設定可能で、幅広いサンプリング レートがサポートされます。各サンプリング済みパケッ

トはデータ パスに個別の NetFlow データ レコードとしてエクスポートされます。NetFlow V9 および 
V10（IPFIX）のエクスポート形式がサポートされています。

NetFlow 統計情報の詳細については、第 61 章「NetFlow-lite の設定」を参照してください。

Power over Ethernet

Power over Ethernet（PoE）は、LAN スイッチング インフラストラクチャが、銅線イーサネット ケー

ブル経由でエンドポイント（「受電デバイス」）に電力を提供できるようにします。かつて「インライン 
パワー」と呼ばれていたこの機能は、2000 年にシスコによって、新しく登場した IP テレフォニー配置

をサポートするために開発されました。

IP 電話は動作に電力を必要とし、Power over Ethernet は、スケーラブルで管理可能な電力配信をサ

ポートし、IP テレフォニー配置を簡略化します。ワイヤレス ネットワーキングが登場したときに、

Power over Ethernet はローカル電源アクセスが存在しなかった場所のワイヤレス デバイスへの電力供

給を開始しました。

Power over Ethernet の詳細については、第 13 章「Power over Ethernet（PoE）の設定」を参照してく

ださい。

セキュア シェル

Secure Shell（SSH; セキュア シェル）は、ネットワークを介して別のコンピュータにログインして、

リモートでコマンドを実行し、あるマシンから別のマシンにファイルを移動できるようにするプログラ

ムです。スイッチからは SSH 接続を開始できません。SSH はスイッチへのリモート ログイン セッ

ションの提供のみに限定され、サーバとしてのみ機能します。

簡易ネットワーク管理プロトコル

SNMP はネットワーク デバイス間での管理情報の交換を効率化します。Catalyst 4500 シリーズ ス

イッチは、次の SNMP タイプと拡張をサポートしています。

• SNMP：完全なインターネット標準

• SNMP v2：コミュニティベースの SNMP バージョン 2 用管理フレームワーク

• SNMP v3：noAuthNoPriv、authNoPriv、および authPriv の 3 つのレベルを持つセキュリティ フ
レームワーク（cat4000-i5k91s-mz などのクリプト イメージでのみ使用可能）

• SNMP トラップ メッセージ拡張：スパニングツリー トポロジの変更通知や設定変更通知を含む、

特定の SNMP トラップ メッセージの追加情報

SNMP の詳細については、第 59 章「SNMP の設定」 を参照してください。
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SPAN および RSPAN
スイッチド ポート アナライザ（SPAN）は、ネットワーク アナライザまたはリモート モニタリング

（RMON）プローブによってポート上の解析用トラフィックをモニタリングします。また、次の事項が

可能になります。

• SPAN セッション上の ACL を設定します。

• SPAN 宛先ポート上の着信トラフィックが通常どおりスイッチングされるようにします。

• 宛先ポートからスパンされたパケットのカプセル化タイプを明示的に設定します。

• パケットがユニキャスト、マルチキャスト、またはブロードキャストであるか、パケットが有効で

あるかどうかに応じて入力スニフィングを制限します。

• トラブルシューティング目的で SPAN 宛先ポートの CPU に送信されたパケット、または SPAN 宛
先ポートの CPU からのパケットをミラーリングします。

SPAN については、第 55 章「SPAN および RSPAN の設定」を参照してください。

リモート SPAN（RSPAN）は、SPAN の拡張機能であり、送信元ポートと宛先ポートが複数のスイッ

チに分散され、ネットワーク上の複数のスイッチのリモート モニタリングができます。各 RSPAN 
セッションのトラフィックは、参加するすべてのスイッチ上のその RSPAN セッション専用のユーザ指

定 RSPAN VLAN に伝送されます。

RSPAN については、第 55 章「SPAN および RSPAN の設定」を参照してください。

Universal Power over Ethernet

IEEE 802.3 Power over Ethernet（PoE）標準は、30 W の Data Terminal Equipment（DTE）によって

供給できる 大電力を設定します。この電力は ISO/IEC 11801:1995 に規定されているクラス D または

それ以上のケーブル配線の 4 本のツイスト ペア導体から 2 ペアにより供給されます。

Cisco® Universal Power over Ethernet（UPOE）は、標準のイーサネット ケーブル配線インフラスト

ラクチャ（クラス D またはそれ以上）により 大 60 W の電力を供給する機能を提供するように、

IEEE 802.3 PoE 標準を拡張するシスコ独自のテクノロジーです。

UPOE の詳細については、第 13 章「Power over Ethernet（PoE）の設定」の「Universal PoE の設定」

を参照してください

Web Content Coordination Protocol

（注） WCCP バージョン 1 はサポートされません。

Web Content Communication Protocol（WCCP）バージョン 2 レイヤ 2 リダイレクションにより、

Catalyst 4500 シリーズ スイッチは、レイヤ 2 および MAC アドレス書き換えを使用して、直接接続さ

れたコンテンツ エンジンにコンテンツ要求を透過的にリダイレクトできるようになります。WCCPv2 
レイヤ 2 リダイレクションはスイッチング ハードウェアで高速化されるため、総称ルーティング カプ

セル化（GRE）を使用したレイヤ 3 リダイレクションよりも効率的です。キャッシュ クラスタのコン

テンツ エンジンは、頻繁にアクセスされるコンテンツを透過的に保存し、同じコンテンツに関する連

続した要求に応じます。この結果、オリジナルのコンテンツ サーバから同一コンテンツを繰り返し伝

送する必要がなくなります。これはポートまたはダイナミック サービスのある HTTP および非 HTTP 
トラフィックの透過的なリダイレクションをサポートします（Web キャッシング、HTTPS キャッシン

グ、ファイル転送プロトコル（FTP）キャッシング、プロキシ キャッシング、メディア キャッシング、
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およびストリーミング サービスなど）。WCCPv2 レイヤ 2 リダイレクションは一般的に、地域サイト

または支店などのネットワーク エッジで透過的なキャッシングのために展開されます。WCCPv2 レイ

ヤ 2 リダイレクションは PBR または VRF-lite が設定された同じ入力インターフェイスでイネーブルに

できません。レイヤ 2 リダイレクションのための ACL ベースの分類はサポートされていません。

WCCP については、第 69 章「WCCP バージョン 2 サービスの設定」を参照してください。

Wireshark

（注） Wireshark は Supervisor Engine 7-E、Supervisor Engine 7L-E、および Catalyst 4500X-32 だけでサ

ポートされます。

Cisco IOS XE Release 3.3.0SG と IP Base および Enterprise Services フィーチャ セット以降、Catalyst 
4500 シリーズ スイッチは、Wireshark をサポートします。これは、複数のプロトコルをサポートし、

グラフィカル ユーザ インターフェイスおよびテキストベース ユーザ インターフェイスで情報を提供す

る以前 Ethereal と呼ばれていたパケット アナライザ プログラムです。Wireshark は個々のインター

フェイスで適用されるかイネーブルにされます。グローバルなパケット キャプチャはサポートされま

せん。

Wireshark については、第 56 章「Wireshark の設定」を参照してください。

XML-PI

eXtensible Markup Language Programmatic Interface（XML-PI）Release 1.0 は、Network 
Configuration Protocol（NETCONF）を使用します。このリリースは、テクノロジーや外部の 
XML/CLI ゲートウェイを必要とせず、実行コンフィギュレーションと show コマンド出力をキーワー

ド レベルに下げて収集する新しいデータ モデルを提供します。XML-PI を使用すれば、任意の数の

ネットワーク デバイスを同時に管理する XML ベースのネットワーク管理アプリケーションを開発で

きます。

詳細については、次のリンクを参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/netmgmt/configuration/guide/nm_xmlpi_v1.html

セキュリティ機能
Catalyst 4500 シリーズ スイッチは CLI を通じて、または SNMP などの代替アクセス方式を通じて

ネットワークの管理と制御を行います。スイッチ ソフトウェアは、次のセキュリティ機能をサポート

しています。

• 「802.1X ID ベースのネットワーク セキュリティ」（P.1-33）

• 「Cisco TrustSec のセキュリティ アーキテクチャ」（P.1-34）

• 「Cisco TrustSec MACsec の暗号化」（P.1-35）

• 「ダイナミック ARP インスペクション（DAI）」（P.1-35）

• 「DHCP スヌーピング」（P.1-35）

• 「フラッディング ブロック」（P.1-36）

• 「ハードウェアベースのコントロール プレーン ポリシング」（P.1-36）

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/netmgmt/configuration/guide/nm_xmlpi_v1.html
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• 「IPSG」（P.1-36）

• 「スタティック ホスト用 IP ソース ガード」（P.1-37）

• 「ローカル認証、RADIUS、および TACACS+ 認証」（P.1-37）

• 「ネットワーク アドミッション コントロール」（P.1-37）

• 「ACL によるネットワーク セキュリティ」（P.1-38）

• 「ポート セキュリティ」（P.1-38）

• 「PPPoE 中継エージェント」（P.1-39）

• 「ストーム制御」（P.1-39）

• 「uRPF ストリクト モード」（P.1-39）

• 「ユーティリティ」（P.1-40）

• 「Web ベース認証」（P.1-40）

802.1X ID ベースのネットワーク セキュリティ

このセキュリティ機能の内容は、次のとおりです。

• ゲスト VLAN に対する 802.1X 認証：VLAN 割り当てを使用して特定のユーザのネットワーク ア
クセスを制限できます。

• 802.1X 認証失敗オープン割り当て：デバイスが 802.1X 経由の自己認証に失敗した（たとえば、

パスワードが間違っていた）場合に対処するようにスイッチを設定できます。

• ACL 割り当てを使用した 802.1X 認証：ホストの 802.1X または MAB 認証中に、ACL などのホ

スト単位ポリシーをダウンロードして、RADIUS サーバからスイッチに URL をリダイレクトしま

す。

• ユーザ単位 ACL とフィルタ ID ACL を使用した 802.1X 認証：サードパーティ製 AAA サーバを

使用して ACL ポリシーを強制できます。

• 802.1X コンバージェンス：802.1X 設定および実装内のスイッチング ビジネス ユニット間に一貫

性をもたらします。

• 802.1X プロトコル：スイッチ ポートに接続されたホストをスイッチ サービスにアクセスする前に

認証するための手段を提供します。

• 802.1X RADIUS アカウンティング：ネットワーク デバイスの使用を追跡できます。

• Network Edge Access Topology（NEAT）を使用した 802.1X サプリカントおよびオーセンティ

ケータ スイッチ：ワイヤリング クローゼット（会議室など）外の領域に識別を拡張します。

NEAT は、エンドホスト（PC またはシスコ IP Phone）に対して 802.1X オーセンティケータとし

て動作するスイッチが保護されていない場所（ワイヤリング クローゼット外）に配置されている

配置シナリオ用に設計されています。オーセンティケータ スイッチは常に信頼できるわけではあ

りません。

• 認証失敗 VLAN 割り当てを使用した 802.1X：ポート単位で認証失敗ユーザにアクセスを提供する

ことができます。認証失敗ユーザは、802.1X には対応できるが認証サーバ内に有効な資格情報を

持たないエンド ホストか、またはユーザ側の認証ポップアップ ウィンドウでユーザ名とパスワー

ドの組み合わせが入力されていないエンド ホストです。
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• アクセス不能認証バイパスを使用した 802.1X：AAA サーバが到達不能または応答しない場合に適

用されます。この場合、ポートがクローズされていると 802.1X ユーザ認証は一般的に失敗し、

ユーザのアクセスが拒否されます。アクセス不能認証バイパス機能は、ローカルに指定された 
VLAN で重要なポート ネットワーク アクセスを許可するための、Catalyst 4500 シリーズ スイッ

チ上で設定可能な代替手段を提供します。

• ポート セキュリティを使用した 802.1X：単一ホスト モードと複数ホスト モードのどちらかで 
802.1X ポート上のポート セキュリティを可能にします。ポート上でポート セキュリティと 
802.1X をイネーブルにすると、802.1X がポートを認証し、ポート セキュリティがそのポートで

許可される MAC アドレスの数（クライアントの MAC アドレスを含む）を管理します。

• MAC 認証バイパスを使用した 802.1X：プリンタなどの 802.1X サプリカント機能のないエージェ

ントレス デバイスへのネットワーク アクセスを提供します。スイッチ ポートで新しい MAC アド

レスを検出すると、Catalyst 4500 シリーズ スイッチはデバイスの MAC アドレスに基づき、

802.1X 認証要求をプロキシします。

• RADIUS によるセッション タイムアウトを使用した 802.1X：スイッチで使用される再認証タイム

アウトを、ローカルに設定されたものと RADIUS によるもののどちらにするかを指定できます。

• 単方向制御ポートを使用した 802.1X：Wake-on-LAN（WoL）マジック パケットを許可されてい

ない 802.1X スイッチ ポートに接続されたワークステーションに転送できます。単方向制御ポート

は一般的に、中央サーバからワークステーションへオペレーティング システムまたはソフトウェ

アのアップデートを夜間に送信するために使用されます。

• 違反モードを使用した 802.1X：この機能により、違反に対する応答に基づいて shutdown、
restrict、または replace モードのいずれかとして 802.1X セキュリティ違反動作を設定することが

できます。

• VLAN 割り当てを使用した 802.1X 認証：この機能により、802.1X 非対応ホストが 802.1X 認証

を使用するネットワークにアクセスできます。

• VLAN ユーザ分散を使用した 802.1X：動的に VLAN ID または VLAN 名を割り当てる方法の代替

方法で、この機能は VLAN グループ名を割り当てます。これにより、複数の VLAN で同じグルー

プに属している（かつ共通の VLAN グループ名によって特徴付けられている）ユーザを分散でき

ます。これは通常、非常に大規模なブロードキャスト ドメインの作成を避けるために行います。

• 音声 VLAN を使用した 802.1X 認証：この機能により、Cisco IP Phone と 802.1X サプリカント サ
ポート デバイスの両方を使用する際、ポート上の 802.1X セキュリティが使用できます。

• マルチドメイン認証：この機能により、データ デバイスと IP Phone（Cisco または Cisco 以外）な

どの音声デバイスの両方が、データ ドメインと音声ドメインに分割される同一スイッチ ポートで

認証できるようになります。

• RADIUS 許可の変更：この機能は、RFC 5176 で定義された Change of Authorization（CoA）拡

張機能をプッシュ モードで採用して、外部の認証、許可、アカウンティング（AAA）またはポリ

シー サーバからのセッションのダイナミック再設定ができるようにします。

802.1X ID ベースのネットワーク セキュリティの詳細については、第 44 章「802.1X ポートベース認

証の設定」を参照してください。

Cisco TrustSec のセキュリティ アーキテクチャ

Cisco TrustSec のセキュリティ アーキテクチャは、信頼できるネットワーク デバイスのドメインを確

立することによってセキュア ネットワークを構築します。ドメイン内の各デバイスは、そのピアに

よって認証されます。ドメイン内のデバイス間リンクでの通信は、暗号化、メッセージ整合性検査、

データパス リプレイ防止メカニズムを組み合わせたセキュリティで保護されます。Cisco TrustSec は、

ネットワークに入るようにセキュリティ グループ（SG）がパケットを分類するために認証中に取得し

たデバイスおよびユーザ クレデンシャルを使用します。このパケット分類は、Cisco TrustSec ネット
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ワークへの入力時にパケットにタグ付けされることにより維持されます。タグによってパケットはデー

タ パス全体を通じて正しく識別され、セキュリティおよびその他のポリシー基準が適用されます。こ

のタグは、セキュリティ グループ タグ（SGT）と呼ばれ、エンドポイント デバイスが SGT に応じてト

ラフィックをフィルタリングできるようにすることにより、アクセス コントロール ポリシーをネット

ワークに強制できます。

詳細については、次の URL を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/trustsec/configuration/guide/trustsec.html

Cisco TrustSec MACsec の暗号化

（注） ® Catalyst® 4500-X シリーズ スイッチは、Cisco TrustSec® テクノロジーをサポートしますが、

TrustSec MACsec の暗号化をサポートしていません。

MACsec（Media Access Control Security）は 2 台の MACsec 対応デバイス間のパケットの認証と暗号

化の IEEE 802.1AE 規格です。Catalyst 4500 シリーズ スイッチは、スイッチとホスト デバイス間の暗

号化に、ダウンリンク ポートでの MACsec Key Agreement（MKA）による 802.1AE 暗号化をサポー

トします。また、スイッチは、Cisco TrustSec ネットワーク デバイス アドミッション コントロール

（NDAC）および Security Association Protocol（SAP）キー交換を使用して MACsec リンク層スイッ

チ間セキュリティをサポートします。リンク層セキュリティはスイッチ間のパケット認証とスイッチ間

の MACsec 暗号化の両方を含みます（暗号化は任意です）。

TrustSec MACsec の暗号化の詳細については、第 43 章「MACsec の暗号化設定」を参照してくださ

い。

ダイナミック ARP インスペクション（DAI）

ダイナミック ARP インスペクション（DAI）は、すべてのアドレス解決プロトコル（ARP）要求を代

行受信し、信頼できないポートで応答し、各代行受信済みパケットを有効な IP/MAC バインディング

と照合します。DAI は、同一の VLAN の他のポートに無効な ARP 応答をリレーしないことにより、

ネットワーク攻撃を防止します。拒否された ARP パケットは、監査のためにスイッチによって記録さ

れます。

DAI の詳細については、第 49 章「ダイナミック ARP インスペクションの設定」を参照してください。

DHCP スヌーピング

DHCP スヌーピングは、DHCP サーバを構成するセキュリティ機能です。DHCP スヌーピングは、信

頼できない DHCP メッセージを代行受信し、DHCP スヌーピング バインディング テーブルを構築およ

びメンテナンスすることで安全性をもたらします。信頼できないメッセージとは、ネットワークまたは

ファイアウォール外部からの受信メッセージのうち、ネットワーク内でトラフィック攻撃を引き起こす

可能性のあるメッセージのことです。

DHCP スヌーピングは、信頼できないホストと DHCP サーバの間でファイアウォールに似た役割を果

たします。また、DHCP スヌーピングはエンドユーザに接続する信頼できないインターフェイスと 
DHCP サーバまたは別のスイッチに接続する信頼できるインターフェイスとを見分ける方法を提供し

ます。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipaddr/configuration/guide/iad_dhcp_rdmp_ps6350_TSD_Products_Configuration_Guide_Chapter.html
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SSO をサポートする DHCP スヌーピングは、スイッチオーバー発生時に、新しいアクティブ スーパー

バイザ エンジンが、スヌーピングされた DHCP データを認識して、セキュリティのメリットが失われ

ないように、アクティブ スーパーバイザ エンジンから冗長スーパーバイザ エンジンに DHCP スヌーピ

ング データを伝播します。

DHCP サーバの設定については、次の URL の『Cisco IOS IP and IP Routing Configuration Guide』の

「Configuring DHCP」の章を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipaddr/configuration/guide/iad_dhcp_rdmp_ps6350_TSD_Produ
cts_Configuration_Guide_Chapter.html 

DHCP スヌーピングの設定手順については、第 50 章「DHCP スヌーピング、IP ソース ガード、およ

びスタティック ホストの IPSG の設定」を参照してください。

フラッディング ブロック

フラッディング ブロックにより、ユーザはポート単位でユニキャストおよびマルチキャスト パケット

のフラッディングをディセーブルにできます。MAC アドレスが期限切れ、またはスイッチによって学

習されなかったために、保護されていないポートからの不明のユニキャストまたはマルチキャスト ト
ラフィックが保護されたポートにフラッディングすることがあります。

フラッディング ブロックの詳細については、第 53 章「ポート ユニキャストおよびマルチキャスト フ
ラッディング ブロック」を参照してください。

ハードウェアベースのコントロール プレーン ポリシング

コントロール プレーン ポリシングは、ハードウェアの CPU 行きコントロール プレーン トラフィック

のレートを制限する統合ソリューションを提供します。これにより、ユーザはシステム全体にコント

ロール プレーン ACL をインストールして、レート制限するまたは悪意のある DoS 攻撃を排除するこ

とで CPU を保護できます。コントロール プレーン ポリシングにより、ネットワークの安定、アベイラ

ビリティ、およびパケット転送を確実にし、スイッチ上での攻撃や重い負荷にもかかわらず、プロトコ

ル アップデートの損失などのネットワーク停止を回避します。ハードウェア ベースのコントロール プ
レーン ポリシングは、すべての Catalyst 4500 スーパーバイザ エンジンで使用できます。これは、さま

ざまなレイヤ 2 およびレイヤ 3 コントロール プロトコル（CDP、EAPOL、STP、DTP、VTP、ICMP、
CGMP、IGMP、DHCP、RIPv2、OSPF、PIM、TELNET、SNMP、HTTP、および宛先が 224.0.0.* 
マルチキャスト リンク ローカル アドレスであるパケット）をサポートします。事前定義されたシステ

ム ポリシーまたはユーザ設定可能なポリシーはこれらのプロトコルに適用できます。

レイヤ 2 制御パケット QoS を使用して、物理ポートまたは VLAN に着信する制御パケットをポリシン

グすることが可能で、これは、レイヤ 2 制御パケットに QoS を適用できます。

コントロール プレーン ポリシングおよびレイヤ 2 制御パケット QoS については、第 48 章「コント

ロール プレーン ポリシングおよびレイヤ 2 制御パケット QoS の設定」を参照してください。

IPSG

この機能は、DHCP スヌーピングと同様、DHCP スヌーピングに設定された信頼できないレイヤ 2 
ポートでイネーブルにされます。 初に、DHCP スヌーピング処理によってキャプチャされた DHCP 
パケットを除くポート上のすべての IP トラフィックが、ブロックされます。クライアントが DHCP 
サーバから有効な IP アドレスを受信すると、Per-Port and VLAN Access Control List（PVACL）が

ポート上にインストールされ、割り当てられた IP アドレスを持つクライアントだけにクライアント IP 

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipaddr/configuration/guide/iad_dhcp_rdmp_ps6350_TSD_Products_Configuration_Guide_Chapter.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipaddr/configuration/guide/iad_dhcp_rdmp_ps6350_TSD_Products_Configuration_Guide_Chapter.html
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トラフィックを制限します。これにより、DHCP サーバによって割り当てられていない送信元 IP アド

レスを持つ IP トラフィックが排除されます。このフィルタリングは、悪意のあるホストがネイバー ホ
ストの IP アドレスをハイジャックすることによってネットワークを攻撃するのを防ぎます。

IP ソースガードの設定手順については、第 50 章「DHCP スヌーピング、IP ソース ガード、およびス

タティック ホストの IPSG の設定」を参照してください。

スタティック ホスト用 IP ソース ガード

この機能により、ARP パケットを使用してスタティック ホストから学習した IP アドレスのセキュリ

ティを保護してから、デバイスのトラッキング データベースを使用して指定された MAC アドレスに

その IP アドレスをバインドできます。そのため、エントリがリンク ダウン イベント全体で存続可能で

す。

スタティック ホスト用 IP ソース ガード（IPSG）により、DHCP ホストおよびスタティック ホスト両

方の（デバイスのトラッキング データベースと DHCP スヌーピング バインディング データベースの両

方において）ポートごと MAC ごとに複数のバインディングを実行できます。この機能では、制限を超

えるとアクションを実行できます。

スタティック ホストのための IPSG の設定手順については、第 50 章「DHCP スヌーピング、IP ソース 
ガード、およびスタティック ホストの IPSG の設定」を参照してください。

ローカル認証、RADIUS、および TACACS+ 認証

ローカル認証、Remote Authentication Dial-In User Service（RADIUS; リモート認証ダイヤルイン 
ユーザ サービス）、および Terminal Access Controller Access Control System Plus（TACACS+; ター

ミナル アクセス コントローラ アクセス システム プラス）認証方式は、スイッチに対するアクセスを

コントロールします。詳細については、次の URL を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sec_user_services/configuration/guide/sec_cfg_authentifcn_ps635
0_TSD_Products_Configuration_Guide_Chapter.html 

ネットワーク アドミッション コントロール

ネットワーク アドミッション コントロールは次の 2 つの機能で構成されます。

• NAC レイヤ 2 IP 検証

NAC レイヤ 2 IP は、Cisco NAC の不可欠な機能です。この機能は、感染したホスト（LAN ポー

トに接続する PC および他のデバイス）が企業ネットワークに接続しようとした時点で 初に防御

します。Cisco Catalyst 4500 シリーズ スイッチの NAC レイヤ 2 IP は、ネットワークのレイヤ 2 
エッジで、非 802.1X 対応ホスト デバイスに対するポスチャ検証を実行します。ホスト デバイス

のポスチャ検証には、アンチウイルス ステートや OS パッチ レベルも含まれます。企業アクセス 
ポリシーとホスト デバイスのポスチャに応じて、ホストは無条件に許可されたり、制限付きアク

セスが許可されたり、またはネットワークへのウイルス感染を防ぐために完全に隔離されたりする

ことがあります。

レイヤ 2 IP 検証の詳細については、次の URL を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/net_mgmt/cisco_secure_access_control_server_for_windows/4.
1/configuration/guide/nac_conf.html

• NAC レイヤ 2 802.1X 認証

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sec_user_services/configuration/guide/sec_cfg_authentifcn_ps6350_TSD_Products_Configuration_Guide_Chapter.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sec_user_services/configuration/guide/sec_cfg_authentifcn_ps6350_TSD_Products_Configuration_Guide_Chapter.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/net_mgmt/cisco_secure_access_control_server_for_windows/4.1/configuration/guide/nac_conf.html
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Cisco Catalyst 4500 シリーズ スイッチは、802.1X 対応デバイスにまで NAC サポートを拡張しま

す。NAC レイヤ 2 IP と同様に、NAC レイヤ 2 802.1X 機能でもエンドポイント情報に基づいて、

ネットワーク アクセス レベルを決定します。

802.1X ID ベースのネットワーク セキュリティの詳細については、第 44 章「802.1X ポートベー

ス認証の設定」を参照してください。

ACL によるネットワーク セキュリティ

ACL は、ルータ インターフェイスでのルーテッド パケットの転送またはブロックを制御して、ネット

ワーク トラフィックをフィルタ処理します。Catalyst 4500 シリーズ スイッチは各パケットを調べ、ア

クセス リスト内で指定した基準に基づいて、パケットの転送またはドロップを決定します。

MAC MAC アクセス コントロール リスト（MACL）と VACL がサポートされています。VACL は 
Cisco IOS では VLAN マップとして認識されます。

Catalyst 4500 シリーズ スイッチでは、次の 3 つの ACL タイプがサポートされています。

• TCP、User Datagram Protocol（UDP）、Internet Group Management Protocol（IGMP）、Internet 
Control Message Protocol（ICMP）などの IP トラフィックをフィルタリングする IP ACL

• IPv6 ACL

• イーサネット アドレスおよび EtherType に基づいて一致する MAC ACL

スイッチは、トラフィックをフィルタリングする ACL の次の用途をサポートします。

• VLAN インターフェイス上の MAC アドレスのユニキャスト トラフィックをブロックすることを

可能にする MAC アドレス フィルタリング。

• 着信トラフィックに対してスイッチ上のレイヤ 2 インターフェイスに ACL を適用することを可能

にするポート ACL。

• VLAN 間でルーテッド トラフィックのアクセスを制御するために、レイヤ 3 インターフェイスに

適用されたルータ ACL。

• すべてのパケット（ブリッジド パケットおよびルーテッド パケット）のアクセスを制御するため

の VLAN ACL または VLAN マップ。

ACL、MACL、VLAN マップ、MAC アドレス フィルタリング、およびポート ACL の詳細について

は、第 51 章「ACL によるネットワーク セキュリティの設定」を参照してください。

ポート セキュリティ

ポート セキュリティは、ポートにアクセスするワークステーションの MAC アドレスに基づいてポー

トのトラフィックを制限します。トランク ポート セキュリティは、この機能を VLAN 単位のトランク

（プライベート VLAN（PVLAN）の独立型トランクを含む）にまで拡張します。

スティッキ ポート セキュリティは、ポートのリンク ダウンおよびスイッチのリセットに備えるため、

動的に学習された MAC アドレスを実行コンフィギュレーションに保存することでポート セキュリ

ティを拡張します。これにより、ネットワーク管理者は許可される MAC アドレスまたは各ポートの 
MAC アドレスの 大数を制限できます。

音声 VLAN スティッキ ポート セキュリティは、スティッキ ポート セキュリティを Voice-over-IP
（VoIP）展開にまで拡張します。音声 VLAN スティッキ ポート セキュリティは、ポートをロックし、

IP Phone および IP Phone の背後のワークステーションとは異なる MAC アドレスのあるステーション

からのアクセスをブロックします。

ポート セキュリティの詳細については、第 47 章「ポート セキュリティの設定」を参照してください。
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セキュリティ機能

PPPoE 中継エージェント

アクセス スイッチにイーサネット経由で接続されているエンド ホストをサービス プロバイダー BRAS 
が区別するのを支援するために、PPPoE 中継エージェント（PPPoE IA）が加入者と BRAS の間に配置

されます。アクセス スイッチでは、PPPoE IA により異なるユーザのイーサネット フレームに適切に

タグ付けすることで加入者線識別が可能になります （タグには、いずれの加入者がスイッチおよび 
VLAN に接続されているかなどの特定の情報が記載されています）。ポートごと VLAN ごとにすべて

の PPPoE Active Discovery（PAD）メッセージをインターセプトすることによって、PPPoE IA はホス

トと BRAS 間のミニセキュリティ ファイアウォールとして機能します。これは、信頼できないポート

から代行受信される PAD メッセージの確認、ポート単位の PAD メッセージ レート制限の実行、PAD 
メッセージに対する VSA タグの挿入および削除など、特定のセキュリティ機能を提供します。

PPPoE IA については、第 45 章「PPPoE 中継エージェントの設定」を参照してください。

ストーム制御

ブロードキャスト抑制は、1 つまたは複数のスイッチ ポート上で、LAN がブロードキャスト ストーム

によって混乱しないようにする機能です。LAN のブロードキャスト ストームは、ブロードキャスト パ
ケットが LAN にフラッディングすると発生し、過剰なトラフィックが生み出され、ネットワーク パ
フォーマンスを低下させます。プロトコルスタック実装またはネットワーク設定のエラーが、ブロード

キャスト ストームの原因になります。マルチキャストおよびブロードキャスト抑制は、ポートを通過

するブロードキャスト トラフィックの量を測定し、特定のタイム インターバルでブロードキャスト ト
ラフィックを一部の設定可能なしきい値の値と比較します。ブロードキャスト トラフィックの量がこ

のインターバルの間にしきい値に達すると、ブロードキャスト フレームがドロップされ、任意でポー

トがシャットダウンします。

Cisco IOS Release 12.2(40) SG 以降の Catalyst 4500 シリーズ スイッチでは、ポート単位のブロード

キャスト トラフィックおよびマルチキャスト トラフィックの抑制が可能です。

ブロードキャスト抑制の設定手順については、第 54 章「ストーム制御の設定」を参照してください。

uRPF ストリクト モード

Unicast Reverse-path Forwarding（uRPF; ユニキャスト RPF）機能は、検証可能な送信元 IP アドレス

が不足している IP パケットを廃棄することで、間違ったまたは偽造（スプーフィングされた）送信元 
IP アドレスがネットワークに流れて発生する問題を軽減するのに役立ちます。uRPF が IP ルーティン

グ テーブルと整合性の取れた有効な送信元アドレスを持つパケットだけを転送することによって、

DoS 攻撃および DDoS 攻撃をそらします。これにより、お客様のネットワーク、ISP、および残りのイ

ンターネットが保護されます。uRPF をストリクト モードで使用する場合は、ルータが戻りパケットの

転送に使用するインターフェイスでパケットを受信する必要があります。uRPF ストリクト モードは、

IPv4 および IPv6 プレフィックスの両方でサポートされています。

ブロードキャスト抑制の設定手順については、第 34 章「uRPF の設定」を参照してください。
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セキュリティ機能

ユーティリティ

サポートされているユーティリティは次のとおりです。

レイヤ 2 traceroute

レイヤ 2 traceroute を使用すれば、スイッチでパケットが送信元デバイスから宛先デバイスまでの間に

通過する物理パスを識別できます。レイヤ 2 traceroute は、ユニキャストの送信元および宛先 MAC ア
ドレスのみをサポートします。

レイヤ 2 traceroute については、第 8 章「ポートのステータスと接続の確認」を参照してください。

TDR

タイム ドメイン反射率計（TDR）は、ケーブルの状態および信頼性の診断に使用されるテクノロジー

です。TDR は、オープン、ショート、または終端のケーブル状態を検出します。また、障害ポイント

までの距離計算もサポートします。

TDR については、第 8 章「ポートのステータスと接続の確認」を参照してください。

デバッグ機能

Catalyst 4500 シリーズ スイッチには、初期設定をデバッグするためのコマンドがいくつかあります。

これらのコマンドは、次のコマンド グループに含まれます。

• platform

• debug platform

詳細については、『Catalyst 4500 Series Switch Cisco IOS Command Reference』を参照してください。

Web ベース認証

Web ベース認証機能（別名 Web 認証プロキシ）を使用して、IEEE 802.1X サプリカントを実行してい

ないホスト システムでエンド ユーザを認証できます。HTTP セッションを開始すると、この機能によ

り、ホストからの入力 HTTP パケットが代行受信され、ユーザに HTML ログイン ページが送信されま

す。資格情報を入力します。資格情報は、Web ベース認証機能により、認証のために AAA サーバに送

信されます。認証に成功した場合、Web ベース認証は、ログインの成功を示す HTML ページをホスト

に送信し、AAA サーバから返されたアクセス ポリシーを適用します。

Web ベース認証の詳細については、第 46 章「Web ベース認証の設定」を参照してください。
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Cisco IOS 15.1(1) SG および Cisco IOS XE 3.3SG でサ
ポートされる新規のソフトウェア機能および変更されたソフ
トウェア機能

このマニュアルでは、Cisco IOS 15.1(1) SG および Cisco IOS XE 3.3SG でサポートされる新規のソフ

トウェア機能および変更されたソフトウェア機能の一覧を示します。

絶対タイムアウトによりセキュリティ保護される AAA 二重認証

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/sec_usr_aaa/configuration/15-1sg/sec-aaa-double-auth.h
tml

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/sec_usr_aaa/configuration/xe-3sg/sec-aaa-double-auth.h
tml

AAA CLI レコード停止機能拡張

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/sec_usr_aaa/configuration/15-1sg/sec-cfg-accountg.html

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/sec_usr_aaa/configuration/xe-3sg/sec-cfg-accountg.html

MSCHAPv2 パスワード エージングのための AAA サポート

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/sec_usr_aaa/configuration/15-1sg/sec-mschap-ver2.html

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/sec_usr_aaa/configuration/xe-3sg/sec-mschap-ver2.html

ローカル AAA サーバ

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/sec_usr_radcfg/configuration/15-1sg/Local_AAA_Serve
r.html

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/sec_usr_radcfg/configuration/xe-3sg/Local_AAA_Serve
r.html

AAA（RADIUS）レコードのスロットリング

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/sec_usr_aaa/configuration/15-1sg/sec-throtl-aaa.html

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/sec_usr_aaa/configuration/xe-3sg/sec-throtl-aaa.html

OSPFv2 のインターフェイス モードにおけるエリア コマンド（インターフェイス ベースの OSPFv2 
のイネーブル化を参照）

IP マルチキャストのための帯域幅ベースのコール アドミッション制御（CAC）

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipmulti_optim/configuration/15-1sg/imc_bbcac.html

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipmulti_optim/configuration/xe-3sg/imc_bbcac.html

BFD：EIGRP サポート 
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iproute_bfd/configuration/15-1sg/irb-bi-fwd-det.html

BFD：スタティック ルート サポート 
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iproute_bfd/configuration/15-1sg/irb-bi-fwd-det.html

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/sec_usr_aaa/configuration/15-1sg/sec-aaa-double-auth.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/sec_usr_aaa/configuration/15-1sg/sec-aaa-double-auth.htmlhttp://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/sec_usr_aaa/configuration/xe-3sg/sec-aaa-double-auth.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/sec_usr_aaa/configuration/15-1sg/sec-cfg-accountg.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/sec_usr_aaa/configuration/xe-3sg/sec-cfg-accountg.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/sec_usr_aaa/configuration/15-1sg/sec-mschap-ver2.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/sec_usr_aaa/configuration/15-1sg/sec-mschap-ver2.htmlhttp://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/sec_usr_aaa/configuration/xe-3sg/sec-mschap-ver2.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/sec_usr_radcfg/configuration/15-1sg/Local_AAA_Server.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/sec_usr_radcfg/configuration/xe-3sg/Local_AAA_Server.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/sec_usr_aaa/configuration/15-1sg/sec-throtl-aaa.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/sec_usr_aaa/configuration/xe-3sg/sec-throtl-aaa.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipmulti_optim/configuration/15-1sg/imc_bbcac.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipmulti_optim/configuration/xe-3sg/imc_bbcac.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iproute_bfd/configuration/15-1sg/irb-bi-fwd-det.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iproute_bfd/configuration/15-1sg/irb-bi-fwd-det.html
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BFD IPv6 Encaps のサポート 
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iproute_bfd/configuration/15-1sg/ip6-route-bfd-encaps.h
tml

BFD：IPv4 での BFD に対する OSPF サポート 
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iproute_bfd/configuration/15-1sg/irb-bi-fwd-det.html

SSO：BFD 
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iproute_bfd/configuration/15-1sg/irb-bi-fwd-det.html

BFD の BGP サポート

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iproute_bgp/configuration/15-1sg/irg-sup-for-bfd.html

IPv6 での BFD に対する BGP サポート

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iproute_bfd/configuration/15-1sg/ip6-bfd-static.html

BGP ダイナミック ネイバー 
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iproute_bgp/configuration/15-1sg/irg-dynamic-neighbor.
html

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iproute_bgp/configuration/xe-3sg/irg-dynamic-neighbor.
html

ネイバーごとの BGP グレースフル リスタートの設定 
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iproute_bgp/configuration/15-1sg/irg-grace-restart-neigh
bor.html

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iproute_bgp/configuration/xe-3sg/irg-grace-restart-neigh
bor.html

4 バイト ASN に対する BGP サポート 
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iproute_bgp/configuration/15-1sg/irg-4byte-asn.html

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iproute_bgp/configuration/xe-3sg/irg-4byte-asn.html

ネットワーク AS 移行のためのデュアル AS 構成に対する BGP サポート 
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iproute_bgp/configuration/15-1sg/irg-dual-as.html

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iproute_bgp/configuration/xe-3sg/irg-dual-as.html

ネクストホップ アドレス トラッキングに対する BGP サポート 
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iproute_bgp/configuration/15-1sg/irg-nexthop-track.htm
l

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iproute_bgp/configuration/xe-3sg/irg-nexthop-track.html

BGP イベント ベース VPN インポート 
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iproute_bgp/configuration/15-1sg/irg-event-vpn-import.
html

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iproute_bgp/configuration/xe-3sg/irg-event-vpn-import.
html

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iproute_bfd/configuration/15-1sg/ip6-route-bfd-encaps.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iproute_bfd/configuration/15-1sg/irb-bi-fwd-det.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iproute_bfd/configuration/15-1sg/irb-bi-fwd-det.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iproute_bgp/configuration/15-1sg/irg-sup-for-bfd.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iproute_bfd/configuration/15-1sg/ip6-bfd-static.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iproute_bgp/configuration/15-1sg/irg-dynamic-neighbor.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iproute_bgp/configuration/xe-3sg/irg-dynamic-neighbor.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iproute_bgp/configuration/15-1sg/irg-grace-restart-neighbor.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iproute_bgp/configuration/xe-3sg/irg-grace-restart-neighbor.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iproute_bgp/configuration/15-1sg/irg-4byte-asn.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iproute_bgp/configuration/xe-3sg/irg-4byte-asn.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iproute_bgp/configuration/15-1sg/irg-dual-as.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iproute_bgp/configuration/xe-3sg/irg-dual-as.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iproute_bgp/configuration/15-1sg/irg-nexthop-track.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iproute_bgp/configuration/xe-3sg/irg-nexthop-track.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iproute_bgp/configuration/15-1sg/irg-event-vpn-import.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iproute_bgp/configuration/xe-3sg/irg-event-vpn-import.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iproute_bgp/configuration/xe-3sg/irg-event-vpn-import.html
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L2VPN アドレス ファミリに対する BGP サポート 
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iproute_bgp/configuration/15-1sg/irg-sup-l2vpn.html

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iproute_bgp/configuration/xe-3sg/irg-sup-l2vpn.html

双方向フォワーディング検出（BFD）MIB バージョン 2 
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iproute_bfd/configuration/15-1sg/irb-bfd-mib.html

EVN EIGRP 
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/evn/configuration/15-1sg/evn-overview.html

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/evn/configuration/15-1sg/evn-confg.html

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/evn/configuration/xe-3sg/evn-overview.html

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/evn/configuration/xe-3sg/evn-confg.html

EVN マルチキャスト 
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/evn/configuration/15-1sg/evn-overview.html

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/evn/configuration/15-1sg/evn-confg.html

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/evn/configuration/xe-3sg/evn-overview.html

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/evn/configuration/xe-3sg/evn-confg.html

EVN OSPF 
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/evn/configuration/15-1sg/evn-overview.html

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/evn/configuration/xe-3sg/evn-confg.html

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/evn/configuration/xe-3sg/evn-overview.html

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/evn/configuration/15-1sg/evn-confg.html

EVN ルート レプリケーション 
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/evn/configuration/15-1sg/evn-shared-svcs.html

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/evn/configuration/xe-3sg/evn-shared-svcs.html

EVN Traceroute 
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/evn/configuration/15-1sg/evn-mgt-ts.html

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/evn/configuration/xe-3sg/evn-mgt-ts.html

EVN VNET トランク 
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/evn/configuration/15-1sg/evn-overview.html

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/evn/configuration/xe-3sg/evn-overview.html

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/evn/configuration/15-1sg/evn-confg.html

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/evn/configuration/xe-3sg/evn-confg.html

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/evn/configuration/15-1sg/evn-shared-svcs.html

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/evn/configuration/xe-3sg/evn-shared-svcs.html

EVN Cisco EVN MIB 
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/evn/configuration/15-1sg/evn-mgt-ts.html

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iproute_bgp/configuration/15-1sg/irg-sup-l2vpn.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iproute_bgp/configuration/xe-3sg/irg-sup-l2vpn.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iproute_bfd/configuration/15-1sg/irb-bfd-mib.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/evn/configuration/15-1sg/evn-overview.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/evn/configuration/15-1sg/evn-confg.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/evn/configuration/xe-3sg/evn-overview.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/evn/configuration/xe-3sg/evn-confg.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/evn/configuration/15-1sg/evn-overview.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/evn/configuration/15-1sg/evn-confg.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/evn/configuration/xe-3sg/evn-overview.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/evn/configuration/xe-3sg/evn-confg.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/evn/configuration/15-1sg/evn-overview.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/evn/configuration/xe-3sg/evn-confg.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/evn/configuration/xe-3sg/evn-overview.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/evn/configuration/15-1sg/evn-confg.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/evn/configuration/15-1sg/evn-shared-svcs.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/evn/configuration/xe-3sg/evn-shared-svcs.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/evn/configuration/15-1sg/evn-mgt-ts.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/evn/configuration/xe-3sg/evn-mgt-ts.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/evn/configuration/15-1sg/evn-overview.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/evn/configuration/xe-3sg/evn-overview.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/evn/configuration/15-1sg/evn-confg.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/evn/configuration/xe-3sg/evn-confg.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/evn/configuration/15-1sg/evn-shared-svcs.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/evn/configuration/xe-3sg/evn-shared-svcs.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/evn/configuration/15-1sg/evn-mgt-ts.html
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http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/evn/configuration/xe-3sg/evn-mgt-ts.html

組み込みパケット キャプチャ（EPC） 
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/epc/configuration/xe-3sg/nm-packet-capture.html

拡張 NAS ポート タイプおよび NAS-Port のサポート

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/bbdsl/configuration/15-1sg/bba-extd-nas-port.html

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/bbdsl/configuration/xe-3sg/bba-extd-nas-port-xe.html

HSRP：グローバル IPv6 アドレス 
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipv6/configuration/15-1sg/ip6-fhrp.html

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipv6/configuration/xe-3sg/ip6-fhrp.html

SNMP の IGMP MIB サポート拡張機能 
Internet Group Management Protocol（IGMP）は、隣接するマルチキャスト ルータにマルチキャスト 
グループ メンバーシップを報告するために IP ホストによって使用されます。IGMP MIB は、Simple 
Network Management Protocol（SNMP）を使用してユーザがリモートに IGMP を監視および設定でき

るようにするオブジェクトを記述したものです。また、ユーザがリモートでマルチキャスト グループ

の登録および登録解除することができるようにもします。SNMP 機能のための IGMP MIB サポート拡

張機能は、Cisco IOS ソフトウェアの RFC 2933（インターネット グループ管理プロトコル MIB）のフ

ル サポートを追加します。

この機能に関連する新しいまたは変更された Cisco IOS コマンドはありません。

IGMP MIB の詳細については、http://www.cisco.com/go/mibs にある Cisco MIB Locator から入手可能

な IGMP-STD-MIB.my ファイルを参照してください。

詳細については、次のいずれかのドキュメントを参照してください。

Cisco IOS Release 15.1(1) SG については、
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipmulti_igmp/configuration/15-1sg/imc_static_grp_rang
e_supp.html を参照してください。

Cisco IOS XE Release 3.3SG については、
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipmulti_igmp/configuration/xe-3sg/imc_static_grp_rang
e_supp.html を参照してください。

IGMP スタティック グループ範囲のサポート

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipmulti_igmp/configuration/15-1sg/imc_static_grp_rang
e_supp.html

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipmulti_igmp/configuration/xe-3sg/imc_static_grp_rang
e_supp.html

IGMPv3 ホスト スタック

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipmulti_igmp/configuration/15-1sg/imc_igmpv3_hoststa
ck.html

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipmulti_igmp/configuration/xe-3sg/imc_igmpv3_hoststa
ck.html

IOS センサー Lite
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/sec_usr_aaa/configuration/15-1sg/sec-ios-sensor.html

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/sec_usr_aaa/configuration/xe-3sg/sec-ios-sensor.html

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/evn/configuration/xe-3sg/evn-mgt-ts.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/epc/configuration/xe-3sg/nm-packet-capture.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/bbdsl/configuration/15-1sg/bba-extd-nas-port.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/bbdsl/configuration/xe-3sg/bba-extd-nas-port-xe.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipv6/configuration/15-1sg/ip6-fhrp.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipv6/configuration/xe-3sg/ip6-fhrp.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipmulti_igmp/configuration/15-1sg/imc_static_grp_range_supp.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipmulti_igmp/configuration/xe-3sg/imc_static_grp_range_supp.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipmulti_igmp/configuration/15-1sg/imc_static_grp_range_supp.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipmulti_igmp/configuration/xe-3sg/imc_static_grp_range_supp.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipmulti_igmp/configuration/15-1sg/imc_igmpv3_hoststack.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipmulti_igmp/configuration/xe-3sg/imc_igmpv3_hoststack.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/sec_usr_aaa/configuration/15-1sg/sec-ios-sensor.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/sec_usr_aaa/configuration/xe-3sg/sec-ios-sensor.html
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IP マルチキャスト ロード分割：S、G、およびネクストホップを使用する等コスト マルチパス
（ECMP）

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipmulti_optim/configuration/15-1sg/imc_load_splt_ecm
p.html

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipmulti_optim/configuration/xe-3sg/imc_load_splt_ecm
p.html

IP-RIP 遅延開始 
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iproute_rip/configuration/15-1sg/irr-cfg-info-prot.html

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iproute_rip/configuration/xe-3sg/irr-cfg-info-prot.html

IP SLA ビデオ動作

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipsla/configuration/15-1sg/sla_video.html

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipsla/configuration/xe-3sg/sla_video.html

ホップバイホップ フィルタリング用の IPv6 ACL 拡張 
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipv6/configuration/15-1sg/ip6-acl-ext-hbh.html

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipv6/configuration/xe-3sg/ip6-acl-ext-hbh-xe.html

IPv6 BSR：RP マッピングを設定 
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipv6/configuration/15-1sg/ip6-multicast.html

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipv6/configuration/xe-3sg/ip6-multicast.html

IPv6 Source Specific Multicast（SSM）マッピング 
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipv6/configuration/15-1sg/ip6-multicast.html

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipv6/configuration/xe-3sg/ip6-multicast.html

IPv6 スイッチング：設定済みの CEFv6 スイッチド IPv6 over IPv4 トンネル 
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipv6/configuration/15-1sg/ip6-tunnel.html

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipv6/configuration/xe-3sg/ip6-tunnel.html

IPv6 トンネリング：ISATAP トンネル サポート 
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipv6/configuration/15-1sg/ip6-tunnel.html

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipv6/configuration/xe-3sg/ip6-tunnel.html

IPv6：マルチキャスト アドレス グループ範囲のサポート 
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipv6/configuration/15-1sg/ip6-multicast.html

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipv6/configuration/xe-3sg/ip6-multicast.html

ISG：ポリシー制御：ポリシー サーバ：CoA（QoS、L4 リダイレクト、ユーザ ACL、タイムアウ
ト）

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/isg/configuration/15-1sg/isg-ext-pol-svrs.html

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/isg/configuration/xe-3sg/isg-ext-pol-svrs.html

ISG：ポリシー制御：ポリシー サーバ：CoA ASCII コマンド コード サポート

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/isg/coa/guide/15-1sg/isg-coa.html

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipmulti_optim/configuration/15-1sg/imc_load_splt_ecmp.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipmulti_optim/configuration/xe-3sg/imc_load_splt_ecmp.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iproute_rip/configuration/15-1sg/irr-cfg-info-prot.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iproute_rip/configuration/xe-3sg/irr-cfg-info-prot.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipsla/configuration/15-1sg/sla_video.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipsla/configuration/xe-3sg/sla_video.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipv6/configuration/15-1sg/ip6-acl-ext-hbh.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipv6/configuration/xe-3sg/ip6-acl-ext-hbh-xe.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipv6/configuration/15-1sg/ip6-multicast.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipv6/configuration/xe-3sg/ip6-multicast.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipv6/configuration/15-1sg/ip6-multicast.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipv6/configuration/xe-3sg/ip6-multicast.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipv6/configuration/15-1sg/ip6-tunnel.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipv6/configuration/xe-3sg/ip6-tunnel.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipv6/configuration/15-1sg/ip6-tunnel.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipv6/configuration/xe-3sg/ip6-tunnel.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipv6/configuration/15-1sg/ip6-multicast.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipv6/configuration/xe-3sg/ip6-multicast.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/isg/configuration/15-1sg/isg-ext-pol-svrs.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/isg/configuration/xe-3sg/isg-ext-pol-svrs.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/isg/coa/guide/15-1sg/isg-coa.html
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http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ios_xe/isg/coa/guide/xe-3sg/isg-coa.html

ISG：セッション：ライフ サイクル：POD 
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/isg/configuration/15-1sg/isg-ext-pol-svrs.html

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/isg/configuration/xe-3sg/isg-ext-pol-svrs.html

IP の VRF 単位の IS-IS インスタンスに対する IS-IS サポート

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iproute_isis/configuration/xe-3sg/irs-instance-vrf.html

License Call Home 
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/csa/configuration/15-1sg/csa-cfg-call-home.html

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/csa/configuration/xe-3sg/csa-cfg-call-home.html

ログイン パスワード リトライ ロックアウト

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/sec_usr_aaa/configuration/15-1sg/sec-login-pw-retry.ht
ml

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/sec_usr_aaa/configuration/xe-3sg/sec-login-pw-retry.ht
ml

Medianet メタデータ

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/mdata/configuration/15-1sg/metadata-framework.html

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/mdata/configuration/xe-3sg/metadata-framework-xe.htm
l

Performance Monitor（フェーズ 1）
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/media_monitoring/configuration/15-1sg/mm-pasv-mon.
html

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/media_monitoring/configuration/xe-3sg/mm-pasv-mon.h
tml

MediaTrace 1.0
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/media_monitoring/configuration/15-1sg/mm-mediatrace
.html

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/media_monitoring/configuration/xe-3sg/mm-mediatrace.
html

MLD グループ制限 
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipv6/configuration/15-1sg/ip6-multicast.html

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipv6/configuration/xe-3sg/ip6-multicast.html

MSI プロキシ

http://www.cisco.com/en/US/partner/docs/ios-xml/ios/msp/configuration/15-1sg/med-ser-prxy.html

http://www.cisco.com/en/US/partner/docs/ios-xml/ios/msp/configuration/xe-3sg/med-ser-prxy-xe.html

MSDP MD5 パスワード認証

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipmulti_pim/configuration/15-1sg/imc_msdp.html

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ios_xe/isg/coa/guide/xe-3sg/isg-coa.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/isg/configuration/15-1sg/isg-ext-pol-svrs.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/isg/configuration/xe-3sg/isg-ext-pol-svrs.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iproute_isis/configuration/xe-3sg/irs-instance-vrf.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/csa/configuration/15-1sg/csa-cfg-call-home.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/csa/configuration/xe-3sg/csa-cfg-call-home.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/sec_usr_aaa/configuration/15-1sg/sec-login-pw-retry.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/sec_usr_aaa/configuration/15-1sg/sec-login-pw-retry.htmlhttp://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/sec_usr_aaa/configuration/xe-3sg/sec-login-pw-retry.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/media_monitoring/configuration/15-1sg/mm-pasv-mon.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/media_monitoring/configuration/xe-3sg/mm-pasv-mon.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/media_monitoring/configuration/15-1sg/mm-mediatrace.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/media_monitoring/configuration/xe-3sg/mm-mediatrace.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipv6/configuration/15-1sg/ip6-multicast.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipv6/configuration/xe-3sg/ip6-multicast.html
http://www.cisco.com/en/US/partner/docs/ios-xml/ios/msp/configuration/15-1sg/med-ser-prxy.html
http://www.cisco.com/en/US/partner/docs/ios-xml/ios/msp/configuration/xe-3sg/med-ser-prxy-xe.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipmulti_pim/configuration/15-1sg/imc_msdp.html
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Cisco IOS 15.1(1) SG および Cisco IOS XE 3.3SG でサポートされる新規のソフトウェア機能および変更されたソフトウェア機能

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipmulti_pim/configuration/xe-3sg/imc_msdp.html

マルチキャスト アドレス グループ範囲のサポート 
マルチキャスト アドレス グループ範囲のサポート機能は、ip multicast group-range コマンドを使用

して許可または拒否されるマルチキャスト グループおよびチャネルのグローバルな範囲を定義する機

能を導入することによって、マルチキャスト アクセス コントロールを拡張します。詳細については、

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipmulti/command/imc_i2.html の『Cisco IOS IP 
Multicast Command Reference』を参照してください。

EIGRP VNET IPv4 に対する名前付きモード 
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iproute_eigrp/configuration/xe-3sg/ire-cfg-eigrp.html

Network Mobility Services Protocol（NMSP）の機能拡張

• カスタム位置タイプ 

ユーザは、location custom-location identifier コマンドを使用して、スイッチ位置の名前および

値をカスタマイズできます。

• 地理的位置タイプ サポート 

ユーザは、location geo-location identifier コマンドを使用して、スイッチの緯度、経度、および

高度などのスイッチ位置の地理的な詳細を指定できます。

• スイッチ位置の設定 

ユーザは、インターフェイス上で「ホスト」識別子によりスイッチ位置を指定し、次のコマンドを

使用してポート位置のサブモード下で特定の位置データを入力できます。

– location civic-location identifier host

– location geo-location identifier host

– location custom-id identifier host

スイッチ位置は都市アドレス、カスタム ID および GPS 位置を含むことができ、個々の位置タイプ

は存在できたりできなかったりします。

IPv4 および IPv6 サポート付き NTPv4
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/bsm/configuration/15-1sg/ip6-ntpv4.html

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/bsm/configuration/xe-3sg/ip6-ntpv4.html

OSPFv2 および OSPFv3 の OSPF 拡張トラフィック統計情報 
http://preview.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iproute_ospf/configuration/15-1sg/iro-traff-stats.html

http://preview.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iproute_ospf/configuration/xe-3sg/iro-traff-stats.html

OSPF グレースフル シャットダウン 
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iproute_ospf/configuration/15-1sg/iro-ttl.html

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iproute_ospf/configuration/xe-3sg/iro-ttl.html

接続された IP プレフィックスを LSA アドバタイズメントから除外する OSPF メカニズム 
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iproute_ospf/configuration/15-1sg/iro-ex-lsa.html

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iproute_ospf/configuration/xe-3sg/iro-ex-lsa.html

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipmulti_pim/configuration/xe-3sg/imc_msdp.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipmulti/command/imc_i2.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipmulti/command/imc_i2.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iproute_eigrp/configuration/xe-3sg/ire-cfg-eigrp.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/bsm/configuration/15-1sg/ip6-ntpv4.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/bsm/configuration/xe-3sg/ip6-ntpv4.html
http://preview.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iproute_ospf/configuration/15-1sg/iro-traff-stats.html
http://preview.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iproute_ospf/configuration/xe-3sg/iro-traff-stats.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iproute_ospf/configuration/15-1sg/iro-ttl.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iproute_ospf/configuration/xe-3sg/iro-ttl.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iproute_ospf/configuration/15-1sg/iro-ex-lsa.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iproute_ospf/configuration/xe-3sg/iro-ex-lsa.html
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インターフェイス ID の OSPF SNMP ifIndex 値
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iproute_ospf/configuration/15-1sg/iro-snmp-ifindex.htm
l

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iproute_ospf/configuration/xe-3sg/iro-snmp-ifindex.htm
l

OSPF TTL セキュリティ チェック 
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iproute_ospf/configuration/15-1sg/iro-ttl.html

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iproute_ospf/configuration/xe-3sg/iro-ttl.html

OSPFv2 のローカル RIB 
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iproute_ospf/configuration/15-1sg/iro-local-rib.html

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iproute_ospf/configuration/xe-3sg/iro-local-rib.html

インターフェイス ベースでの OSPFv2 のイネーブル化（以前は、OSPFv2 のインターフェイス モー
ドでのエリア コマンドと呼ばれた）

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iproute_ospf/configuration/15-1sg/iro-mode-ospfv2.html

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iproute_ospf/configuration/xe-3sg/iro-mode-ospfv2.html

OSPFv3 BFD 
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipv6/configuration/15-1sg/ip6-ospf.html

OSPFv3 グレースフル リスタート 
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipv6/configuration/15-1sg/ip6-ospf.html

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipv6/configuration/xe-3sg/ip6-ospf.html

OSPFv3 IPSec ESP 暗号化および認証 
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipv6/configuration/15-1sg/ip6-ospf.html

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipv6/configuration/xe-3sg/ip6-ospf.html

インターフェイス単位の mroute ステート制限

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipmulti_optim/configuration/15-1sg/imc_mroute.html

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipmulti_optim/configuration/xe-3sg/imc_mroute.html

PIM トリガー加入機能 
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipmulti_resil/configuration/15-1sg/imc_pim_triggered.ht
ml

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipmulti_resil/configuration/xe-3sg/imc_pim_triggered.ht
ml

製品セキュリティ ベースライン：パスワードの暗号化および複雑性の制限

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/sec_usr_cfg/configuration/15-1sg/sec-cfg-sec-4cli.html

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/sec_usr_cfg/configuration/xe-3sg/sec-cfg-sec-4cli.html

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iproute_ospf/configuration/15-1sg/iro-snmp-ifindex.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iproute_ospf/configuration/xe-3sg/iro-snmp-ifindex.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iproute_ospf/configuration/15-1sg/iro-ttl.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iproute_ospf/configuration/xe-3sg/iro-ttl.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iproute_ospf/configuration/15-1sg/iro-local-rib.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iproute_ospf/configuration/xe-3sg/iro-local-rib.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iproute_ospf/configuration/15-1sg/iro-mode-ospfv2.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iproute_ospf/configuration/xe-3sg/iro-mode-ospfv2.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipv6/configuration/15-1sg/ip6-ospf.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipv6/configuration/15-1sg/ip6-ospf.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipv6/configuration/xe-3sg/ip6-ospf.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipv6/configuration/15-1sg/ip6-ospf.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipv6/configuration/xe-3sg/ip6-ospf.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipmulti_optim/configuration/15-1sg/imc_mroute.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipmulti_optim/configuration/xe-3sg/imc_mroute.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipmulti_resil/configuration/15-1sg/imc_pim_triggered.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipmulti_resil/configuration/xe-3sg/imc_pim_triggered.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/sec_usr_cfg/configuration/15-1sg/sec-cfg-sec-4cli.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/sec_usr_cfg/configuration/xe-3sg/sec-cfg-sec-4cli.html
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RADIUS 進捗コード

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/sec_usr_radcfg/configuration/15-1sg/RADIUS_Progress
_Codes.html

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/sec_usr_radcfg/configuration/xe-3sg/RADIUS_Progress
_Codes.html

RADIUS プロキシ課金精度

http://www.cisco.com/en/US/partner/docs/ios-xml/ios/security/s1/sec-cr-s5.html#GUID-79E64EF1-749
6-4965-9FE8-5D51399E820A

RADIUS サーバ ロード バランシング ポーティング

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/sec_usr_rad/configuration/15-1sg/RADIUS_Server_Loa
d_Balancing.html

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/sec_usr_rad/configuration/xe-3sg/RADIUS_Server_Loa
d_Balancing.html

SAF ダイナミック ネイバー

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/saf/configuration/15-1sg/saf-configuring.html

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/saf/configuration/15-1sg/saf-dyn-neigh.html

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/saf/configuration/xe-3sg/saf-configuring.html

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/saf/configuration/xe-3sg/saf-dyn-neigh.html

PPPoE セッション制限の SNMP トラップ 
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/bbdsl/configuration/15-1sg/bba-snmp-pppoe-ssnlts.html

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/bbdsl/configuration/xe-3sg/bba-snmp-pppoe-ssnlts-xe.ht
ml

TFTP：Blocksize オプション

TFTP サーバとのネゴシエーションに TFTP ブロックのサイズを指定できる ip tftp blocksize コマンド

が追加されました。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/fundamentals/command/F_through_K.html

VRF 認識システム メッセージ ロギング（Syslog） 
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/mp_l3_vpns/configuration/15-1sg/mp-vrf-sys-msg-log.h
tml

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/mp_l3_vpns/configuration/xe-3sg/mp-vrf-sys-msg-log.h
tml

Web Services Management Agent（WSMA） 
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/wsma/configuration/15-1sg/wsma.html

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/wsma/configuration/xe-3sg/wsma.html

WCCP バージョン 2 
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipapp/configuration/xe-3sg/iap-wccp-v2.html

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/sec_usr_radcfg/configuration/15-1sg/RADIUS_Progress_Codes.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/sec_usr_radcfg/configuration/15-1sg/RADIUS_Progress_Codes.htmlhttp://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/sec_usr_radcfg/configuration/xe-3sg/RADIUS_Progress_Codes.html
http://www.cisco.com/en/US/partner/docs/ios-xml/ios/security/s1/sec-cr-s5.html#GUID-79E64EF1-7496-4965-9FE8-5D51399E820A
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/sec_usr_rad/configuration/15-1sg/RADIUS_Server_Load_Balancing.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/sec_usr_rad/configuration/15-1sg/RADIUS_Server_Load_Balancing.htmlhttp://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/sec_usr_rad/configuration/xe-3sg/RADIUS_Server_Load_Balancing.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/saf/configuration/15-1sg/saf-configuring.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/saf/configuration/15-1sg/saf-dyn-neigh.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/saf/configuration/xe-3sg/saf-configuring.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/saf/configuration/xe-3sg/saf-dyn-neigh.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/bbdsl/configuration/15-1sg/bba-snmp-pppoe-ssnlts.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/bbdsl/configuration/xe-3sg/bba-snmp-pppoe-ssnlts-xe.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/fundamentals/command/F_through_K.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/mp_l3_vpns/configuration/15-1sg/mp-vrf-sys-msg-log.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/mp_l3_vpns/configuration/xe-3sg/mp-vrf-sys-msg-log.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/wsma/configuration/15-1sg/wsma.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/wsma/configuration/xe-3sg/wsma.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipapp/configuration/xe-3sg/iap-wccp-v2.html
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WCCP：設定可能なルータ ID 
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipapp/configuration/15-1sg/iap-wccp-cfg-rtr-id.html

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipapp/configuration/xe-3sg/iap-wccp-cfg-rtr-id.html

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipapp/configuration/15-1sg/iap-wccp-cfg-rtr-id.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipapp/configuration/xe-3sg/iap-wccp-cfg-rtr-id.html
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2
コマンドライン インターフェイス

この章では、Catalyst 4500 シリーズ スイッチの設定に使用するコマンドライン インターフェイス

（CLI）について説明します。この章の主な内容は、次のとおりです。

• 「スイッチ CLI へのアクセス」（P.2-2）

• 「コマンドラインの処理」（P.2-3）

• 「ヒストリ置換」（P.2-3）

• 「Cisco IOS コマンド モードについて」（P.2-4）

• 「コマンド リストおよび構文の取得」（P.2-5）

• 「ROMmon の CLI」（P.2-7）

• 「クラッシュファイル情報のアーカイブ保存」（P.2-8）

• 「Supervisor Engine 6-E および 6L-E のクラッシュ ダンプの表示」（P.2-8）

（注） この章で使用するスイッチ コマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL で『Cisco 
Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』と関連資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products//hw/switches/ps4324/index.html

『Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』に掲載されていないコマンドについては、より詳

細な Cisco IOS ライブラリを参照してください。次の URL で『Cisco IOS Command Reference』と関

連資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html

次のコマンド変更は、Supervisor Engine 6-E および 6L-E にだけ適用されます。

• rename コマンドは bootflash および slot0 の FAT ファイル システムでサポートされています。

• fsck コマンドは、slot0 のデバイスでサポートされています。これは、Supervisor Engine 6-E およ

び 6L-E 以外のスーパーバイザ エンジンのファイル システムではサポートされていません。

次の追加のファイル管理コマンドが Supervisor Engine 7-E および Supervisor Engine 7L-E でサポート

されます。

• verify <filename>

• delete <filename>

• copy <source_filename>, target_filename>

http://www.cisco.com/en/US/products//hw/switches/ps4324/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html
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スイッチ CLI へのアクセス

スイッチ CLI へのアクセス
ここではスイッチ CLI へのアクセス方法について説明します。

• 「EIA/TIA-232 コンソール インターフェイスを使用して CLI にアクセスする場合」（P.2-2）

• 「Telnet を使用して CLI にアクセスする場合」（P.2-2）

EIA/TIA-232 コンソール インターフェイスを使用して CLI にアクセスする
場合

（注） EIA/TIA-232 は、EIA（米国電子工業会）および TIA（米国電気通信工業会）によって標準として認

定されるまでは、Recommended Standard 232（RS-232）と呼ばれていました。

スイッチの初期設定は、EIA/TIA-232 コンソール インターフェイスに接続して行います。コンソール 
インターフェイスのケーブル接続手順については、『Catalyst 4500 Series Switch Module Installation 
Guide』を参照してください。

コンソール インターフェイスを経由してスイッチにアクセスするには、次の作業を行います。

EIA/TIA-232 インターフェイスを経由してスイッチにアクセスしたあと、次のように表示されます。

Press Return for Console prompt

Switch> enable
Password:< >
Switch# 

Telnet を使用して CLI にアクセスする場合

（注） スイッチに Telnet を接続する前に、スイッチの IP アドレスを設定する必要があります。「物理レイヤ 3 
インターフェイスの設定」（P.32-12）を参照してください。

このスイッチは、 大 8 つの Telnet セッションを同時にサポートします。Telnet セッションは、アイ

ドル状態のまま exec-timeout コマンドで指定した時間が経過すると、自動的に切断されます。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch> enable ユーザ EXEC プロンプト（>）から、enable を入力し

て、特権 EXEC モード（別名、特権 EXEC モード）に

変更します。

ステップ 2 Password: password 

Switch# 

パスワード プロンプトで、システムパスワードを入力し

ます。プロンプト（#）が表示され、特権モードで CLI 
にアクセスしたことを示します。

ステップ 3 Switch# quit 作業コマンドの実行が終了したあと、セッションを終了

します。
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コマンドラインの処理

スイッチに Telnet を接続するには、次の作業を行います。

次に、スイッチとの Telnet セッションを開始する例を示します。

unix_host% telnet Switch_1
Trying 172.20.52.40...
Connected to 172.20.52.40.
Escape character is '^]'.
User Access Verification
Password:< >
Switch_1> enable
Password:
Switch_1# 

コマンドラインの処理
スイッチ コマンドでは、大文字と小文字が区別されません。また、コマンドおよびパラメータは、現

在使用可能な他のコマンドまたはパラメータと区別可能な文字数まで省略できます。

後に入力した 20 個のコマンドは履歴バッファに保存されるので、これらのコマンドをスクロールし

て、プロンプトに入力または編集できます。表 2-1 に、スイッチ コマンドの入力および編集に使用す

るキーボード ショートカットを示します。

ヒストリ置換
履歴バッファには、 後に入力した 20 個のコマンド ラインが保存されます。ヒストリ置換によって、

再入力せずにコマンド ラインにアクセスできます。表 2-2 に、ヒストリ置換コマンドを示します。

コマンド 目的

ステップ 1 telnet {hostname | ip_addr} リモート ホストから telnet コマンドと、アクセスする

スイッチの名前または IP アドレスを入力します。

ステップ 2 Password: password 

Switch# 

プロンプトで、CLI のパスワードを入力します。パス

ワードが設定されていない場合は、Return を押します。

ステップ 3 作業に必要なコマンドを入力します。

ステップ 4 Switch# quit Telnet セッションを終了します。

表 2-1 キーボード ショートカット

キーストローク 結果

Ctrl-B または 
← キーを押す1

1. 矢印キーは、VT100 などの ANSI 互換端末でのみ有効です。

カーソルを 1 文字分だけ後退させます。

Ctrl-F または

→ キー 1 を押す

カーソルを 1 文字分だけ進めます。

Ctrl+A を押す コマンドラインの先頭にカーソルを移動します。

Ctrl+E を押す カーソルをコマンドラインの末尾に移動します。

Esc+B を押す 1 文字分だけカーソルを後退させます。

Esc+F を押す 単語 1 つ分だけカーソルを進めます。
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Cisco IOS コマンド モードについて

（注） Cisco IOS コマンド モードの詳細については、次の URL の『Cisco IOS Configuration Fundamentals 
Configuration Guide』および『Cisco IOS Configuration Fundamentals Command Reference』を参照し

てください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_2/configfun/configuration/guide/ffun_c.html

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/fundamentals/command/reference/cf_book.html

Cisco IOS ユーザ インターフェイスには、ユーザ EXEC、特権 EXEC（enable）、グローバル コンフィ

ギュレーション、インターフェイス、サブインターフェイス、およびプロトコル固有の各モードがあり

ます。現在のモードによって使用できるコマンドが決まります。所定のモードで使用できるコマンドの

一覧を表示するには、システム プロンプトに疑問符（?）を入力します。詳細については、「コマンド 
リストおよび構文の取得」（P.2-5）を参照してください。

スイッチ上でセッションを開始するときには、ユーザ モード（別名、ユーザ EXEC モード）から始め

ます。EXEC モードで使用できるのは、限定的なコマンド サブセットです。すべてのコマンドにアク

セスするには、特権 EXEC モード（別名、特権モード）を開始する必要があります。特権 EXEC モー

ドにアクセスするには、パスワードを入力する必要があります。特権 EXEC モードでは、任意の 
EXEC コマンドを入力したり、グローバル コンフィギュレーション モードにアクセスしたりすること

ができます。ほとんどの EXEC コマンドは、現在の設定ステータスを表示する show コマンドや、カ

ウンタまたはインターフェイスをリセットする clear コマンドなどの 1 回限りのコマンドです。スイッ

チを再起動したときに、EXEC コマンドは保存されません。

コンフィギュレーション モードでは、実行コンフィギュレーションを変更できます。コンフィギュ

レーションを保存すると、スイッチを再起動したときにこれらのコマンドが保存されます。まず、グ

ローバル コンフィギュレーション モードを開始する必要があります。グローバル コンフィギュレー

ション モードから、インターフェイス コンフィギュレーション モード、サブインターフェイス コン

フィギュレーション モード、および各種プロトコル固有のモードを開始できます。

スイッチが正しく起動しない場合は、ROMMON と呼ばれる別のモードを使用します。たとえば、ス

イッチの起動時に有効なシステム イメージがなかった場合、またはコンフィギュレーション ファイル

が壊れていた場合、ROMmon モードが開始されることがあります。詳細については、「ROMmon の 
CLI」（P.2-7）を参照してください。 

表 2-2 ヒストリ置換コマンド

コマンド 目的

Ctrl+P または↑キー 1

1. 矢印キーは、VT100 などの ANSI 互換端末でのみ有効です。

直前に入力されたコマンドから始まる、履歴バッファ内

のコマンドを呼び出します。キー シーケンスを繰り返

すと、古いコマンドが順に呼び出されます。

Ctrl+N  または↓キー 1 Ctrl+P または↑キーでコマンドを呼び出したあとで、

ヒストリ バッファ内のより新しいコマンドに戻ります。

キー シーケンスを繰り返すと、新しいコマンドが呼び

出されます。

Switch# show history EXEC モードで、直前に入力したコマンドをいくつか表

示します。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_2/configfun/configuration/guide/ffun_c.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/fundamentals/command/reference/cf_book.html
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表 2-3 に、よく使用される Cisco IOS モードを示します。

Cisco IOS コマンド インタープリタ（別名、EXEC）が、ユーザが入力したコマンドを解釈して実行し

ます。コマンドを入力する際、他のコマンドと区別がつく文字数だけを入力して、コマンドおよびキー

ワードを省略できます。たとえば、show コマンドは sh、configure terminal コマンドは config t に省

略できます。

exit を入力すると、スイッチは 1 レベル前に戻ります。コンフィギュレーション モードを完全に終了

して特権 EXEC モードに戻るには、Ctrl+Z を押します。

コマンド リストおよび構文の取得
任意のコマンド モードで、疑問符（?）を入力すると、使用できるコマンドのリストを入手できます。

Switch> ?

特定の文字の並びで始まるコマンド リストを取得するには、該当する文字の後ろに疑問符（?）を入力

します。疑問符の前にスペースを入れないでください。この形式のヘルプは、ユーザに代わって 1 つの

単語を完成させるため、ワード ヘルプと呼びます。

表 2-3 使用頻度の高い Cisco IOS コマンド モード

モード 用途 開始方法 プロンプト

ユーザ EXEC リモート デバイスへの接続、端末

の一時的な設定変更、基本的なテ

ストの実行、システム情報を表示

します。

ログイン。 Switch>

特権 EXEC（イネーブル） 動作パラメータの設定。特権コマ

ンド セットには、ユーザ EXEC 
モードで使用できるコマンドとと

もに、configure コマンドが含ま

れます。configure コマンドを使

用して、別のコマンド モードにア

クセスします。

ユーザ EXEC モードから、enable 
コマンドとイネーブル パスワード

（パスワードが設定されている場

合）を入力します。

Switch#

グローバル コンフィギュ

レーション

システム時間またはスイッチ名な

ど、システム全体に影響する機能

を設定します。

特権 EXEC モードから configure 
terminal コマンドを入力します。

Switch(config)#

インターフェイス コン

フィギュレーション

interface コマンドを使用して、

10 ギガビット イーサネット イン

ターフェイス、ギガビット イーサ

ネット インターフェイス、ファス

ト イーサネット インターフェイ

スのいずれかの操作をイネーブル

化または変更します。

グローバル コンフィギュレーショ

ン モードから interface type 
location コマンドを入力します。

Switch(config-if)#

コンソール コンフィギュ

レーション

直接接続したコンソールまたは仮

想端末から、コンソール インター

フェイスを設定します。Telnet で
使用します。

グローバル コンフィギュレーショ

ン モードから line console 0 コマ

ンドを入力します。

Switch(config-line)#
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キーワードまたは引数のリストを表示するには、キーワードまたは引数の代わりに疑問符を入力しま

す。疑問符の前にスペースを 1 つ入れてください。この形式のヘルプは、すでに入力したコマンド、

キーワード、および引数に基づいて、使用できるキーワードまたは引数を表示するので、コマンド構文

ヘルプと呼びます。

Switch# configure ?
  memory             Configure from NV memory
  network            Configure from a TFTP network host
  overwrite-network  Overwrite NV memory from TFTP network host
  terminal           Configure from the terminal
  <cr>

前に入力したコマンドを再表示するには、↑キーまたは Ctrl+P を押します。↑キーを続けて押すと、

後に入力した 20 個のコマンドを表示できます。

ヒント コマンドの入力で問題が生じた場合は、システム プロンプトを確認し、疑問符（?）を入力して使用で

きるコマンドのリストを表示してください。コマンド モードが間違っているか、間違った構文を使用

している可能性があります。

1 つ前のモードに戻るには、exit を入力します。どのモードの場合でも、Ctrl+Z を押すか、end コマン

ドを入力すると、ただちに特権 EXEC モードに戻ります。

スタンバイ スーパーバイザ エンジンの仮想コンソール

Catalyst 4500 シリーズ スイッチには、冗長性を持たせるため、2 つのスーパーバイザ エンジンを搭載

できます。スイッチに電源が入ると、スーパーバイザ エンジンの 1 つがアクティブになり、スイッチ

オーバーが発生するまでアクティブのままになります。もう 1 つのスーパーバイザ エンジンはスタン

バイ モードのままです。

スーパーバイザ エンジンのそれぞれには、自身のコンソール ポートがあります。スタンバイ スーパー

バイザ エンジンのコンソール ポート経由でだけ、スタンバイ スーパーバイザ エンジンにアクセスでき

ます。スタンバイ スーパーバイザに対するアクセス、モニタリング、またはデバッグを行うには、ス

タンバイ コンソールに接続する必要があります。

スタンバイ スーパーバイザ エンジンの仮想コンソールを使用すると、スタンバイ コンソールへの物理

的な接続がなくてもアクティブ スーパーバイザ エンジンからスタンバイ コンソールにアクセスできま

す。EOBC で IPC を使用してスタンバイ スーパーバイザ エンジンと通信し、アクティブ スーパーバイ

ザ エンジン上でスタンバイ コンソールをエミュレートします。一度にアクティブにできるアクティブ 
スタンバイ コンソール セッションは 1 つだけです。

スタンバイ スーパーバイザ エンジンの仮想コンソールを使用すれば、アクティブ スーパーバイザ エン

ジンにログインしているユーザは、スタンバイ スーパーバイザ エンジン上で show コマンドをリモー

トで実行し、アクティブ スーパーバイザ エンジンでその結果を表示できます。仮想コンソールは、ア

クティブ スーパーバイザ エンジンからだけ利用できます。

アクティブ スーパーバイザ エンジンからアクティブ スーパーバイザ エンジンの attach module コマン

ド、session module コマンド、または remote login コマンドを使用してスタンバイ仮想コンソールに

アクセスできます。これらのコマンドを実行してスタンバイ コンソールにアクセスするには、特権 
EXEC モード（レベル 15）を開始している必要があります。

スタンバイ仮想コンソールにアクセスすると、端末プロンプトは自動的に hostname-standby-console# 
に変わります。hostname はスイッチに設定した名前です。仮想コンソールを終了すると、このプロン

プトは元のプロンプトに戻ります。
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exit コマンドまたは quit コマンドを入力すると、仮想コンソールは終了します。ログインしたアク

ティブ スーパーバイザ エンジンの端末の無活動時間が設定されたアイドル時間を超えると、アクティ

ブ スーパーバイザ エンジンの端末から自動的にログアウトします。この場合、仮想コンソール セッ

ションも終了します。また、スタンバイが再起動すると、仮想コンソール セッションも自動的に終了

します。スタンバイが起動したあとは、別の仮想コンソール セッションを作成する必要があります。

仮想コンソールを使用してスタンバイ スーパーバイザ エンジンにログインするには、次のコマンドを

入力します。

Switch# session module 2
Connecting to standby virtual console
Type "exit" or "quit" to end this session
Switch-standby-console# exit

スタンバイ コンソールがイネーブルでない場合、次のメッセージが表示されます。

Switch-standby-console#
Standby console disabled.
Valid commands are: exit, logout

仮想セッションからスタンバイ コンソールに入ることは、RPR で N/A になります。

Switch# session module 2
IPC server port name IFConsoleServer:2 not registered on standby.
Secondary cannot be accessed by virtual console

（注） スタンバイ仮想コンソールには、コマンド履歴、コマンド補完、コマンド ヘルプ、部分コマンド キー

ワードなど、スーパーバイザ コンソールから利用できる標準的な機能が備わっています。

次の制限事項がスタンバイ仮想コンソールに適用されます。

• 仮想コンソールで実行されたコマンドは、すべて 後まで実行されます。auto-more 機能はありま

せん。したがって、terminal length 0 コマンドの実行時と同じように機能します。また、対話形

式ではありません。コマンドの実行は、アクティブ スーパーバイザ エンジン上でキー シーケンス

を入力しても中断できません。コマンドによって大量の出力が発生した場合、仮想コンソールは

スーパーバイザ画面に出力を表示します。

• 仮想コンソールは対話形式ではありません。仮想コンソールはコマンドのインタラクティブ性を検

出しないため、ユーザとの対話を必要とするコマンドが入力されると、RPC タイマーがコマンド

を中断するまで仮想コンソールは待機します。

• 仮想コンソール タイマーは 60 秒に設定されています。60 秒後に仮想コンソールはプロンプトに戻

ります。この間、キーボードからコマンドを中断できません。操作を続ける前に、タイマーが期限

切れになるのを待つ必要があります。

• 仮想コンソールを使用して、スタンバイ スーパーバイザ エンジン上で表示されているデバッグお

よび Syslog メッセージを表示することはできません。仮想コンソールは、仮想コンソールから実

行されたコマンドの出力だけを表示します。実際のスタンバイ コンソールで表示される別の情報

は、仮想コンソールでは表示できません。

ROMmon の CLI
ROMmon は起動時またはリセット時、あるいは重大な例外エラーが発生したときに関与する ROM 
ベースのプログラムです。スイッチで ROMmon モードが開始されるのは、スイッチが有効なソフト

ウェア イメージを見つけることができなかった場合、NVRAM 内の設定が壊れていた場合、またはコ
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ンフィギュレーション レジスタが ROMmon モードを開始するように設定されていた場合です。

ROMmon モードでは、フラッシュ メモリ、ネットワーク サーバ ファイル、またはブートフラッシュ

からソフトウェア イメージを手動でロードできます。

また、スイッチを再起動して、起動時の 初の 5 秒間に Ctrl+C を押しても、ROMmon モードを開始

できます。

（注） コンフィギュレーション レジスタの設定で、Ctrl+C がオフに設定されている場合でも、スイッチの再

起動後 60 秒間は Ctrl+C を使用できます。

ROMmon モードを開始すると、プロンプトが「rommon 1>」に変わります。?  コマンドを使用して、

利用可能な ROMMON コマンドを確認します。

ROMmon コマンドの詳細については、『Cisco IOS Command Reference』を参照してください。

クラッシュファイル情報のアーカイブ保存
この機能では、crashinfo ファイルをアーカイブすることができます（そうしなければ別のシステム リ
セットが 初にブートフラッシュに発生すると上書きされます）。アーカイブされた crashinfo データ

にアクセスすることは、トラブルシューティングの大きな参考になります。

crashinfo ファイルをアーカイブ保存するには、次の作業を行います。

Supervisor Engine 6-E および 6L-E のクラッシュ ダンプ
の表示

クラッシュ ダンプは次の情報を提供します。

• malloc または free トレース

• チャックの alloc/free トレース

• プロセス ブロック ダンプ

• レジスタ メモリ ダンプ

• 現在の proc スタックの部分的なデコード

• 割り込みレベルのスタック

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま

す。

ステップ 2 Switch(config)# exception crashinfo file 
bootflash: name

ブートフラッシュに crashinfo ファイルをアーカイブ保

存できるようにする。ファイルは、日付と連結した指定

された名前 name のブートフラッシュに保存されます。

ステップ 3 Switch(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 Switch# show running-config 入力を確認します。

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

します。
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• 新の 128 メモリ ブロック ダンプ

クラッシュ ダンプを表示するには、次の手順を実行します。

Switch# show platform crashdump

Current Time: 9/6/2010 15:47:21

Last Power Failure: 09/06/2010 15:03:28
Last Reload Status: 00002000
Last Software Reset State: 00000000

Crashdump version: 1

Last crash: 09/06/2010 06:21:58

Build: 12.2(20100723:074204) ENTSERVICES
buildversion addr: 14847D24

========= Context ======================
pc=10999E70 lr=10999E34 msr=02029230 vector=00000600
cr=20004022 ctr=108EC3EC xer=00000000
r0=10999E34 r1=2421F930 r2=0000001E r3=234BBFD8
r4=0000000A r5=00000000 r6=2421F918 r7=00000000
r8=00000000 r9=00000000 r10=14850000 r11=234BBFD4
r12=EB93A100 r13=B4E9F3F3 r14=10CD0984 r15=00000000
r16=156CA504 r17=156CA504 r18=00000001 r19=00000000
r20=00000000 r21=00000000 r22=00000000 r23=00000000
r24=00000000 r25=00000000 r26=00000000 r27=00000000
r28=15870804 r29=00000000 r30=14850000 r31=00000000
dec=00083695 tbu=00000002 tbl=2A7D42DA
dar=80210020 dsisr=80210020 hid0=80004000

Traceback: 10999E70 11B430B8 10C84444 10C83338 11BE0C5C 10C93874 10C93D78 10C94140 
10C992EC 10CD155C 1099BCFC 10992CEC

========= Stack frames ======================
Frame 1: pc=11B430B8 stack=2421F940
Frame 2: pc=10C84444 stack=2421F948
Frame 3: pc=10C83338 stack=2421F9B0
Frame 4: pc=11BE0C5C stack=2421F9E8
Frame 5: pc=10C93874 stack=2421FA00
Frame 6: pc=10C93D78 stack=2421FA18
Frame 7: pc=10C94140 stack=2421FA48
Frame 8: pc=10C992EC stack=2421FA58
Frame 9: pc=10CD155C stack=2421FA70
Frame 10: pc=1099BCFC stack=2421FB08
Frame 11: pc=10992CEC stack=2421FB10

========= Pushed stack ======================
2421F930: 2421F940 10999E34 2421F940 15868B74
2421F940: 2421F948 11B430B8 2421F9B0 10C84444
2421F950: 2421F978 00000000 00000000 00000000
2421F960: 00000000 2421F9C0 00000000 240CC3C8
2421F970: 2421F990 11AE7394 00000006 FFFFFFFF
2421F980: 00000000 00000000 00000000 14BE0000
2421F990: 00000000 00000000 00000000 00000000
2421F9A0: 00000001 00000000 15868B74 15868B74
2421F9B0: 2421F9E8 10C83338 00000000 00000000
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2421F9C0: 00000071 15868B74 156CA328 13794ACD
2421F9D0: 00000000 00000001 00000000 1511A790
2421F9E0: 2366B680 15868B74 2421FA00 11BE0C5C
2421F9F0: 156CA328 156CA328 2366B680 15868B74
2421FA00: 2421FA18 10C93874 2421FA20 00000000
2421FA10: 00000000 2366B628 2421FA48 10C93D78
2421FA20: 2421FA58 10C95370 00000000 11BB0A98
2421FA30: 00000000 00000000 15868B74 00000000
2421FA40: 00000000 15868B74 2421FA58 10C94140
2421FA50: 00000003 15868B74 2421FA70 10C992EC
2421FA60: 00000000 00000000 00000000 156CA328
2421FA70: 2421FB08 10CD155C 0DFFFFFF FFFFFFFF
2421FA80: FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF
2421FA90: FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF
2421FAA0: FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF
2421FAB0: 00000001 FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF
2421FAC0: FFFFFFFF 00000000 00000000 00000000
2421FAD0: 00000000 00000000 00000000 00000000
2421FAE0: 00000000 00000000 00000000 00000000
2421FAF0: 00000000 00000000 00000000 00000000
2421FB00: 00000000 00000000 2421FB10 1099BCFC
2421FB10: 00000000 10992CEC FFFFFFFF

========= Popped stack ======================
2421F730: E8000800 151B1AB0 2421F748 132BBFA8
2421F740: 000E8000 151B1AB0 2421F760 132BC0D0
2421F750: 000E8000 00009B0A E8000800 151B1AB0
2421F760: 2421F778 132BC2A0 E8000800 00009B0A
2421F770: 00000800 153B1B7C 2421F790 123FAF28
2421F780: 2421F790 00000000 0000000A 151B17E4
2421F790: 2421F798 123FB2BC 2421F7B0 11C12A90
2421F7A0: 00009B0A 11C12880 0000000A 146C0000
2421F7B0: 2421F7C0 11BA7384 00000000 146B0000
2421F7C0: 2421F7D0 11AD3144 0000000A 0000000A
2421F7D0: 2421F7D8 11C10390 2421F7E0 11BB0424
2421F7E0: 2421F7F0 11BB04E4 2433FCD4 FFFFFFFE
2421F7F0: 2421F800 107CF880 7FFFFFFF FFFFFFFE
2421F800: 2421F8A8 107CCDF0 20637261 73686475
2421F810: 6D700000 00000000 2421F840 00000000
2421F820: 2421F8B0 00000000 0000004A 002E8A00
2421F830: 39760000 0000004A 00000000 2433FCF0
2421F840: 2421F848 2433FCF0 00000000 11A12ACC
2421F850: 13CD617C 10C7DAAC 00000000 2421F8AC
2421F860: 10CD0984 00000000 156CA504 156CA504
2421F870: 00000001 00000000 00000000 00000000
2421F880: 00000000 00000000 00000000 00000000
2421F890: 00000000 00000000 15870804 00000000
2421F8A0: 14850000 FFFFFFFE 2421F930 107CFC7C
2421F8B0: 2421F8C8 14BB1760 00000002 00000000
2421F8C0: 2421F930 14620E40 24330AB4 0000004A
2421F8D0: 00000000 00000000 2421F8E8 10C1FD9C
2421F8E0: 2421F8F8 00000000 00000000 00000000
2421F8F0: 15868B74 15868B74 2421F910 117CF5C0
2421F900: 2421F968 1586A45C 2421F920 15868B74
2421F910: 2421F918 00000000 14850000 00000000
2421F920: 2421F930 10999978 2421F930 00000000

========= Malloc and Free Traces=====================

MallocFree Trace: ixmallocfree=0x2C  ptr=0x151A40D8
151A3F78: 2366B628 11AF1144 2366B628 11AF1348 2366B66C 60000024 2447A940 11AF1350
151A3F98: 2447A940 30000018 2447A940 11AF1110 2366B628 4000000E 2366B628 11AF1144
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151A3FB8: 2366B628 11AF1348 2366B66C 60000024 2447A940 11AF1350 2447A940 30000018
151A3FD8: 2447A940 11AF1110 2366B628 4000000E 2366B628 11AF1144 2366B628 11AF1348
151A3FF8: 2366B66C 60000024 2447A940 11AF1350 2447A940 30000018 2447A940 11AF1110
151A4018: 2366B628 4000000E 2366B628 11AF1144 2366B628 11AF1348 2366B66C 60000024
151A4038: 2447A940 11AF1350 22FAC944 119F6CC0 22FACF4C 6000005E 2433FCD4 40000046
151A4058: 2433FCD4 11A31DD4 2433FCD4 11A32370 2433FD88 6000005E 2447A940 30000018
151A4078: 2447A940 107D7294 2366B628 40000018 2366B628 10C9533C 2366B680 3000001A
151A4098: 2366B680 10C9536C 2433FCD4 4000000E 2433FCD4 10C7DAAC 2433FCD4 10C7DB90
151A40B8: 2433FD18 60000096 2433FCD4 4000000E 2433FCD4 10E28604 2433FCD4 10E287BC
151A40D8: 2433FD18 60000096 2366B66C 60000024 2447A940 11AF1350 2447A940 30000018
151A40F8: 2447A940 11AF1110 2366B628 4000000E 2366B628 11AF1144 2366B628 11AF1348
151A4118: 2366B66C 60000024 2447A940 11AF1350 2447A940 30000018 2447A940 11AF1110
151A4138: 2366B628 4000000E 2366B628 11AF1144 2366B628 11AF1348 2366B66C 60000024
151A4158: 2447A940 11AF1350 2447A940 30000018 2447A940 11AF1110 2366B628 4000000E

========= Chunk Malloc and Chunk Free Traces=====================

151A3B78: 238928B8 11A32D70 11A34618 238928B8 11A3187C 11A34618
151A3B60: 15866F0C 10C7FF20 10C7F104 1586FBF0 10C7FE38 10C7F17C
151A3B48: 1586D760 10C7FE38 10C7F17C 1586FF98 10C7FE38 10C7F17C

151A3B30: 1586D760 10C84B24 10C7F17C 1586D760 10C7FE38 10C7F17C
151A3B18: 1586FF98 10C84B24 10C7F17C 1586FF98 10C7FE38 10C7F17C
151A3B00: 1586D760 10C84B24 10C7F17C 1586D760 10C7FE38 10C7F17C
151A3AE8: 1586FF98 10C84B24 10C7F17C 1586FF98 10C7FE38 10C7F17C
151A3AD0: 1586D760 10C84B24 10C7F17C 1586FBF0 10C84B24 10C7F17C
151A3AB8: 1586FBF0 10C7FE38 10C7F17C 1586D760 10C7FE38 10C7F17C
151A3AA0: 1586FBF0 10C84B24 10C7F17C 1586FBF0 10C7FE38 10C7F17C
151A3A88: 15870340 10C7FE38 10C7F17C 1586FBF0 10C84B24 10C7F17C
151A3A70: 1586D760 10C84B24 10C7F17C 1586D760 10C7FE38 10C7F17C
151A3A58: 1586FBF0 10C7FE38 10C7F17C 1586D760 10C84B24 10C7F17C
151A3A40: 1586D760 10C7FE38 10C7F17C 1586FBF0 10C84B24 10C7F17C
151A3A28: 1586FBF0 10C7FE38 10C7F17C 1586D760 10C84B24 10C7F17C
151A3A10: 15870340 10C84B24 10C7F17C 15870340 10C7FE38 10C7F17C
151A39F8: 1586D760 10C7FE38 10C7F17C 15870340 10C84B24 10C7F17C
151A39E0: 15870340 10C7FE38 10C7F17C 1586D760 10C84B24 10C7F17C
151A39C8: 1586D760 10C7FE38 10C7F17C 15870340 10C84B24 10C7F17C
151A39B0: 15870340 10C7FE38 10C7F17C 1586D760 10C84B24 10C7F17C
151A3998: 1586D760 10C7FE38 10C7F17C 15870340 10C84B24 10C7F17C
151A3980: 15870340 10C7FE38 10C7F17C 1586D760 10C84B24 10C7F17C
151A3968: 1586D760 10C7FE38 10C7F17C 15870340 10C84B24 10C7F17C
151A3950: 15870340 10C7FE38 10C7F17C 1586D3B8 10C7FE38 10C7F17C
151A3938: 15870340 10C84B24 10C7F17C 1586D760 10C84B24 10C7F17C
151A3920: 1586D760 10C7FE38 10C7F17C
151A3C14: 15870340 10C7FE38 10C7F17C 1586D760 10C84B24 10C7F17C
151A3BFC: 1586D3B8 10C84B24 10C7F17C 1586D3B8 10C7FE38 10C7F17C
151A3BE4: 1586D760 10C7FE38 10C7F17C 1586D3B8 10C84B24 10C7F17C
151A3BCC: 15870340 10C84B24 10C7F17C 15870340 10C7FE38 10C7F17C
151A3BB4: 1586D3B8 10C7FE38 10C7F17C 15870340 10C84B24 10C7F17C
151A3B9C: 1586D760 10C84B24 10C7F17C 1586D760 10C7FE38 10C7F17C
151A3B84: 15870340 10C7FE38 10C7F17C

========= Process Level Info ==================

---- Current Process Block (at 0x24330AB4) ----

24330A8C: AB1234CD   710000 24330AB4 13DF55F0 11A2F280 24330D48 24330A5C 8000014A
24330AAC:        1 10530DC4 242110BC 1582AAAC 156CA328 10CD0984        0 156CA504
24330ACC: 156CA504        6 FFFFFFFF        1 2421FA78 13D2A3E0       FF        0
24330AEC:        1 13D2A3E0 2421FA78 24330AB4 14BE0000 156CA328 107D4240 40004024
24330B0C: 11A3C6A4  2029230        0        0        0        0        0    10100
24330B2C:        0  1000000        0        0        0       71        0        0
24330B4C:        0    25610     2350    320BC        0        0        0        0
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24330B6C:        0    2035F        0 156CA328        0    2210B        0    2210B
24330B8C:        0       13        0 13D42FC4        4        1      15E        1
24330BAC:        0        0        0     EA60     EA60 156CA328        0        0
24330BCC:        0        0        0        0        0 24330AB4 151A5708        0
24330BEC:        0        0 149A2408        0        0        0     420A        0
24330C0C:        0        0 24330BEC        0        0        0     4290 24330AB4
24330C2C:        0        0        0        0 24330BEC 24330AB4        0        0
24330C4C:    142D2        0        0        0 24330BEC 24330AB4        0        0
24330C6C:    242D2        0        0        0        0        0        0 24325EB4
24330C8C:        0        0        0        0        0        0        0        0
24330CAC:        0 24325F14 24330C9C 24325EBC        0 151A6450        0        0
24330CCC:        0        0        0  FFFFFFF  FFFFFFF        0        0        0
24330CEC:        0        0        0        0        0 23EFC15C        0        0
24330D0C:       32        0        0        0        0        0        0        0
24330D2C:        0        0        0        0 BEEFCAFE        0

---- Partial decode of process block ----

Pid 113: Process "Exec" stack 0x242110BC savedsp 0x1582AAAC
Flags: analyze crashblock on_old_queue
Status     0x00000000 Orig_ra   0x00000000 Routine    0x00000000 Signal 0
Caller_pc  0x00000000 Callee_pc 0x00000000 Dbg_events 0x00000000 State  0
Totmalloc  153104     Totfree   9040       Totgetbuf  0
Totretbuf  0          Edisms    0x0        Eparm 0x156CA328
Elapsed    0x0        Ncalls    0x13       Ngiveups 0x0
Priority_q 4          Ticks_5s  1          Cpu_5sec   0        Cpu_1min 0
Cpu_5min   0          Stacksize 0xEA60     Lowstack 0xEA60
Ttyptr     0x156CA328 Mem_holding 0x320BC    Thrash_count 0
Wakeup_reasons      0x0FFFFFFF  Default_wakeup_reasons 0x0FFFFFFF
Direct_wakeup_major 0x00000000  Direct_wakeup_minor 0x00000000

Regs R14-R31, CR, PC, MSR at last suspend; R3 from proc creation, PC unused:
     R3 : 156CA328  R14: 10CD0984  R15: 00000000  R16: 156CA504  R17: 156CA504
     R18: 00000006  R19: FFFFFFFF  R20: 00000001  R21: 2421FA78  R22: 13D2A3E0
     R23: 000000FF  R24: 00000000  R25: 00000001  R26: 13D2A3E0  R27: 2421FA78
     R28: 24330AB4  R29: 14BE0000  R30: 156CA328  R31: 107D4240  CR: 40004024
     PC : 11A3C6A4  MSR: 02029230

---- Current Process Stack (0x714 bytes used, out of 0xEA60 available) ----

Current SP = 0x2421F930, saved SP = 0x1582AAAC

2421F71C:       1A 2421F918        0 FFFFFFFF 151B1AB0 E8000800 151B1AB0 2421F748
2421F73C: 132BBFA8    E8000 151B1AB0 2421F760 132BC0D0    E8000     9B0A E8000800
2421F75C: 151B1AB0 2421F778 132BC2A0 E8000800     9B0A      800 153B1B7C 2421F790
2421F77C: 123FAF28 2421F790        0        A 151B17E4 2421F798 123FB2BC 2421F7B0
2421F79C: 11C12A90     9B0A 11C12880        A 146C0000 2421F7C0 11BA7384        0
2421F7BC: 146B0000 2421F7D0 11AD3144        A        A 2421F7D8 11C10390 2421F7E0
2421F7DC: 11BB0424 2421F7F0 11BB04E4 2433FCD4 FFFFFFFE 2421F800 107CF880 7FFFFFFF
2421F7FC: FFFFFFFE 2421F8A8 107CCDF0 20637261 73686475 6D700000        0 2421F840
2421F81C:        0 2421F8B0        0       4A   2E8A00 39760000       4A        0
2421F83C: 2433FCF0 2421F848 2433FCF0        0 11A12ACC 13CD617C 10C7DAAC        0
2421F85C: 2421F8AC 10CD0984        0 156CA504 156CA504        1        0        0
2421F87C:        0        0        0        0        0        0        0 15870804
2421F89C:        0 14850000 FFFFFFFE 2421F930 107CFC7C 2421F8C8 14BB1760        2
2421F8BC:        0 2421F930 14620E40 24330AB4       4A        0        0 2421F8E8
2421F8DC: 10C1FD9C 2421F8F8        0        0        0 15868B74 15868B74 2421F910
2421F8FC: 117CF5C0 2421F968 1586A45C 2421F920 15868B74 2421F918        0 14850000
2421F91C:        0 2421F930 10999978 2421F930        0 2421F940 10999E34 2421F940
2421F93C: 15868B74 2421F948 11B430B8 2421F9B0 10C84444 2421F978        0        0
2421F95C:        0        0 2421F9C0        0 240CC3C8 2421F990 11AE7394        6
2421F97C: FFFFFFFF        0        0        0 14BE0000        0        0        0
2421F99C:        0        1        0 15868B74 15868B74 2421F9E8 10C83338        0
2421F9BC:        0       71 15868B74 156CA328 13794ACD        0        1        0



 

2-13
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-25340-01-J

第 2 章      コマンドライン インターフェイス

Supervisor Engine 6-E および 6L-E のクラッシュ ダンプの表示

2421F9DC: 1511A790 2366B680 15868B74 2421FA00 11BE0C5C 156CA328 156CA328 2366B680
2421F9FC: 15868B74 2421FA18 10C93874 2421FA20        0        0 2366B628 2421FA48
2421FA1C: 10C93D78 2421FA58 10C95370        0 11BB0A98        0        0 15868B74
2421FA3C:        0        0 15868B74 2421FA58 10C94140        3 15868B74 2421FA70
2421FA5C: 10C992EC        0        0        0 156CA328 2421FB08 10CD155C  DFFFFFF
2421FA7C: FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF
2421FA9C: FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF        1 FFFFFFFF FFFFFFFF
2421FABC: FFFFFFFF FFFFFFFF        0        0        0        0        0        0
2421FADC:        0        0        0        0        0        0        0        0
2421FAFC:        0        0        0 2421FB10 1099BCFC        0 10992CEC FFFFFFFF

========= Interrupt Level Stack Dump ==========

---- Level 1 Interrupt stack (0x0 bytes used, out of 0x2328 available) ----

intstacks[1]: base 0x156DB3D8 stack 0x156DD6F8 routine 0x0      count 0x0
              size 0x2328     low   0x2328     desc    0x156BE7D0

---- Level 2 Interrupt stack (0x3F8 bytes used, out of 0x2328 available) ----

intstacks[2]: base 0x156D90B0 stack 0x156DB3D0 routine 0x0      count 0x2
              size 0x2328     low   0x2328     desc    0x156C0C78

156DAFE0: 156DAFE8 FFFFFFFF 156DB020 119E1374        0     B6B8        0     B6F4
156DB000: 156DB020 16035650 156DB0E0        0     2DAE        4        1 16031964
156DB020: 156DB028 119E15BC 156DB050 119E1670        0     B6B8        0      1E3
156DB040:     2DAE 1603191C 156DB050 1603190C 156DB0D0 11BB458C FFFFFFFF FFFFFFFF
156DB060:        0      1E3 16002438 1603191C 1CCB58E0       64        0     2DAE
156DB080:        0     B6B8 FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF 137B49A8 1603560C 160355D0
156DB0A0: 14BABC00 B9DE8DC0 156DB128        0 1C703D84 17F1C788        0       11
156DB0C0:        0 156DB138 160355D0 156DB128 156DB100 11EBBCDC        0       11
156DB0E0: 1CCB58E0       64 156DB110     2DAE 14BAC400 156DB220 17B7B610        0
156DB100: 90040008 151B1AB0        0 151B1AB0 156DB120 132BBFA8    90040 122C3E40
156DB120: 156DB138 132BC0D0 1CCB58E0        0        0 151B1AB0 156DB150 132BCC08
156DB140:        0 156DB240 156DB158       10 156DB1C0       15 156DB170 129ADCC4
156DB160: 156DB170       11 156DB1E0       16 156DB3B0 122BF51C FFFFFFFF FFFFFFFF
156DB180: FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF
156DB1A0: FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF
156DB1C0:        0  2000000        0 7FFFFFFF        0        0 FFFFFFFF FFFFFFFF
156DB1E0:        0  20001FF        0 7FFFFFFF        0        0 FFFFFFFF FFFFFFFF
156DB200:    10100      1F4      1F4 77359400        3        2       16       3D
156DB220:      294      294      294        0        0        2        2        1
156DB240:    80000        0        0       FF        0        0 FFFFFFFF FFFFFFFF
156DB260:        0      1EB        0      1FF        0        0 FFFFFFFF FFFFFFFF
156DB280: FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF
156DB2A0: FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF
156DB2C0: FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF
156DB2E0:        0    FFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF
156DB300: FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF
156DB320: FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF
156DB340: FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF
156DB360: 15FFFFFF       10       10       10       10 FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF
156DB380: FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF        0 14BE0000 146CF310
156DB3A0: 146D0000 14620E80        4 1C7061FC 156DB3C0 132DE01C FFFFFFFF        2
156DB3C0: 156DB3C8 132DDD84 14BAE470 11C0DCD0 FFFFFFFF FFFFFFFF

---- Level 3 Interrupt stack (0x350 bytes used, out of 0x2328 available) ----

intstacks[3]: base 0x156D6D88 stack 0x156D90A8 routine 0x0      count 0x995
              size 0x2328     low   0x2328     desc    0x156BE924

156D8D60: 156D8D68 FFFFFFFF 156D8DA0 119E1374        0    21EEB        0    21EE4
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156D8D80:        0        1        1 160BA724        0        0 156D8DA0 160BA85C
156D8DA0: 156D8DD8 119E1E40 156D8DB0        1 1603560C 156D8F38 160029D8 16035650
156D8DC0:        1        4        0    22030 156D8DD8 160A5670 156D8DF8 119E1F74
156D8DE0: 156D8DF8        4 156D8E08 160BA85C 156D8E08        4        4 160BA85C
156D8E00: 156D8E08 160BA724 156D8E38 11A312A8 156D8E30 119DF688 156D8E30 16035650
156D8E20:        0 16002CA8 156D8E50 16002F78 156D8E50 119DFBD8        0     8E12
156D8E40:        0 156D8F38 156D8E50 1603148C 156D8ED0 11BB458C 156D8E60 1603148C
156D8E60:        0     8E12 16002CA8 156D8F38 1C6FF080       64        0        0
156D8E80: 156D8E90 156D8EE0 156D8E90 1C6FEF9C 156D8ED0 13B40000 14370000 14BC97D0
156D8EA0: 156D8F28 2980A1B9 156D8ED0  84D7317        0        0 1C6FEFAC        0
156D8EC0:  84D7317 1C6FEED4        0 153B1DA4 156D8ED8 11EBBCDC 156D8EE0 11C0C254
156D8EE0: 156D8EF8 132F05E0        2 2980A460 156D8EF8  84D7317 156D8F00 132EFB10
156D8F00: 156D8F18 132B19FC  84D7317 1C6FEED4        0  84D7317 156D8F90 132B1EEC
156D8F20:        0  84D6D76 1C6FF080       64        0        0        0     8E12
156D8F40: 16002CA8 156D8F38 14BE0000 13FD0000 138A0000 160BA4B0 160BA4B0 160BA4B0
156D8F60: 14BABC00 2980A1B9 137C0000 13F50000 14BAC400        0 14BE0000        0
156D8F80:  84D7317 1C6FEED4        0  84D7317 156D8FA8 132B2448 156D8FA0 156D8FB8
156D8FA0: 156D8FA8 11BBE798 156D9030 132B0C9C 156D8FB8 11BBE798        0     7530
156D8FC0:        0     2EE0        0        1 FFFFFFFF FFFFFFFF 4B354370 754D616E
156D8FE0: 20526576 69657700        0        0        0        0        0        0
156D9000:        0        0  1ADBEEF 1896AD90 156D9030        0        0 146CF310
156D9020: 146D0000 14620EA0        D 1893E4BC 156D9038 134D23A4 156D9058 12023A6C
156D9040:        0 1B1DDC40 156D9050       40        D 1B1DDC40 156D9080 11ED3534
156D9060:       40 132D6244        0 14620EA0 146D0000 14620EA0        D 22D85610
156D9080: 156D9088 133C43C8 156D9098 132DE01C FFFFFFFF        3 156D90A0 132DDE4C
156D90A0: 14BAE470 11C0DCD0 FFFFFFFF FFFFFFFF

---- Level 4 Interrupt stack (0x348 bytes used, out of 0x2328 available) ----

intstacks[4]: base 0x156D4A60 stack 0x156D6D80 routine 0x0      count 0x8376
              size 0x2328     low   0x2328     desc    0x156BEA78

156D6A40: 156D6A48 FFFFFFFF 156D6A80 119E1374        0    21E4B        0    21E48
156D6A60: FFFFFFFF        1        1 160BA724        0        0 156D6A80 160BA85C
156D6A80: 156D6AB8 119E1E40 FFFFFFFF        1 1603560C 156D6C18 16002938 16035650
156D6AA0:        1        4        0    21F90 156D6AB8 160A5670 156D6AD8 119E1F74
156D6AC0: 156D6AD8        4        4 160BA85C 156D6AD8 160BA724 156D6B08 11A312A8
156D6AE0: 156D6B00 119DF688 156D6BC0 16035650        0 156C504C        1 160BA724
156D6B00: 156D6B08 156C8B5C 156D6B30 11A31B54 156D6B30 119DFBD8        0     8DCE
156D6B20:        0 1603129C 156D6B30 1603128C 156D6BB0 11BB458C FFFFFFFF FFFFFFFF
156D6B40:        0     8DCE 160028E8 1603129C 1BB124AC       64        0        0
156D6B60:        0    1A68C FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF 13B40000 14370000 14BC97D0
156D6B80: 156D6C08 28E47C74 156D6BB0  84B1B7D        0        0 1BB123D8        0
156D6BA0:  84B1B7D 1BB12300        0 153B1DA4 156D6BB8 11EBBCDC 156D6BC0 11C0C254
156D6BC0: 156D6BD8 132F05E0        2 28E47EC0 156D6BD8  84B1B7D 156D6BE0 132EFB10
156D6BE0: 156D6BF8 132B19FC  84B1B7D 1BB12300        0  84B1B7D 156D6C70 132B1EEC
156D6C00: FFFFFFFF FFFFFFFF 1BB124AC       64        0        0        0     8DCE
156D6C20: 160028E8 1603129C 14BE0000 160BA4D8 13860000 13FA0000 160BA428 160BA4B0
156D6C40: 14BABC00 28E47C74 137C0000 13F50000 14BAC400        0 14BE0000        0
156D6C60:  84B1B7D 1BB12300        0  84B1B7D 156D6C88 132B2448 156D6C80 156D6C98
156D6C80: 156D6C88 11BBE798 156D6D10 132B0C9C    A0000 14800000        0     1770
156D6CA0:        0      BB8 156D6CD0        1 14BAC400        0 14BE0000 146CF310
156D6CC0: 146D0000 151B1AB0 156D6CF0 151B1AB0 156D6CE0        0 156D6D10 146CF310
156D6CE0:  2029230 14620EC0 156D6D20 153B1DA4 156D6CF8 151B1AB0  3012000 11C0C254
156D6D00: 156D6D18 132F05E0  3012020 153B1C8C 156D6D30 11C0FE70 156D6D20 153B1C8C
156D6D20: 156D6D40 11C0FE28 156D6D38 153B1C8C  3012040 153B1C8C 156D6D48 11C100CC
156D6D40: 156D6D50 11C10348 14BE0000 146C62B4 156D6D78 11BB0A10   FFFFFF 1CCAFCB8
156D6D60: 156D6D70 146CF310 146D0000 14620EC0       2A        4 14BAE470 11C0DCD0
156D6D80: FFFFFFFF FFFFFFFF

---- Level 5 Interrupt stack (0x170 bytes used, out of 0x2328 available) ----

intstacks[5]: base 0x156D2738 stack 0x156D4A58 routine 0x0      count 0x8843
              size 0x2328     low   0x2328     desc    0x156BEBCC
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156D48F0: 156D4918 FFFFFFFF 14BAC400        0 14BE0000 13B50000        0 151B1AB0
156D4910: A0000060 151B1AB0 156D4928 132BBFA8    A0000 151B1AB0 156D4940 132BC0D0
156D4930:    A0000 14C00000 A0000060 151B1AB0 156D4958 132BC42C A0000060 14C00000
156D4950:       60 189A84E0 156D4970 12405FD8 156D4970        1        1 1B1AD9E0
156D4970: 156D4978 124067F8 156D4998 11CB7020 156D49A8 14C00000 FFFFFFFF        0
156D4990: 14BE0000 13B50000        2 1B5A1068  2029230 153B1DA4 156D49D0 1BB11BE0
156D49B0: 156D49B8        0 14BE0000 13B50000        3 14380000 1B1AD9E0 153B1DA4
156D49D0: 156D49D8 132EFB10 156D49E0 11C0C254 156D49F8 132F05E0        2 2A7A9FE0
156D49F0:  2029230 153B1DA4 156D4A00 132EFB10 156D4A18 11CB7200        3 14380000
156D4A10: 14380000 153B1DA4 156D4A20 1338A684 156D4A48 132F0B04        2 2A7A9F6F
156D4A30: FFFFFFFF 146CF310 146D0000 14620EE0        0        5 156D4A50 11BAE8C0
156D4A50: 14BAE470 11C0DCD0 FFFFFFFF FFFFFFFF

---- Level 6 Interrupt stack (0x0 bytes used, out of 0x2328 available) ----

intstacks[6]: base 0x156D0410 stack 0x156D2730 routine 0x0      count 0x0
              size 0x2328     low   0x2328     desc    0x156BED20

---- Level 7 Interrupt stack (0x0 bytes used, out of 0x2328 available) ----

intstacks[7]: base 0x156CE0E8 stack 0x156D0408 routine 0x0      count 0x0
              size 0x2328     low   0x2328     desc    0x156BEE74

---- Level 8 Interrupt stack (base 0x0, size 0x0) is invalid ----

---- Level 9 Interrupt stack (base 0x0, size 0x0) is invalid ----

========= Register Memory Dump ================

Reg00(PC ): 10999E70
Reg01(MSR):  2029230 [Not RAM Addr]
Reg02(CR ): 20004022
Reg03(LR ): 10999E34
Reg04(CTR): 108EC3EC
Reg05(XER):        0 [Not RAM Addr]
Reg06(DAR):        0 [Not RAM Addr]
Reg07(DSISR):        0 [Not RAM Addr]
Reg08(DEC):    83695 [Not RAM Addr]
Reg09(TBU):        2 [Not RAM Addr]
Reg10(TBL): 2A7D42DA
Reg11(IMMR):        0 [Not RAM Addr]
Reg12(R0 ): 10999E34
Reg13(R1 ): 2421F930
Reg14(R2 ):       1E [Not RAM Addr]
Reg15(R3 ): 234BBFD8 [In malloc Block 0x234BBB54] [Last malloc Block 0x234BBB10]
Reg16(R4 ):        A [Not RAM Addr]
Reg17(R5 ):        0 [Not RAM Addr]
Reg18(R6 ): 2421F918
Reg19(R7 ):        0 [Not RAM Addr]
Reg20(R8 ):        0 [Not RAM Addr]
Reg21(R9 ):        0 [Not RAM Addr]
Reg22(R10): 14850000
Reg23(R11): 234BBFD4
Reg24(R12): EB93A100 [Not RAM Addr]
Reg25(R13): B4E9F3F3 [Not RAM Addr]
Reg26(R14): 10CD0984
Reg27(R15):        0 [Not RAM Addr]
Reg28(R16): 156CA504 [In malloc Block 0x156CA2F0]
Reg29(R17): 156CA504
Reg30(R18):        1 [Not RAM Addr]
Reg31(R19):        0 [Not RAM Addr]
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Reg32(R20):        0 [Not RAM Addr]
Reg33(R21):        0 [Not RAM Addr]
Reg34(R22):        0 [Not RAM Addr]
Reg35(R23):        0 [Not RAM Addr]
Reg36(R24):        0 [Not RAM Addr]
Reg37(R25):        0 [Not RAM Addr]
Reg38(R26):        0 [Not RAM Addr]
Reg39(R27):        0 [Not RAM Addr]
Reg40(R28): 15870804 [In malloc Block 0x158707DC] [Last malloc Block 0x15870790]
Reg41(R29):        0 [Not RAM Addr]
Reg42(R30): 14850000
Reg43(R31):        0 [Not RAM Addr]

buffer check=0 sched_hc=0x0

---- block0  ptr=2421F8D0  is_malloc=0  length=0x260 ----

2421F890:        0        0 15870804        0 14850000 FFFFFFFE 2421F930 107CFC7C
2421F8B0: 2421F8C8 14BB1760        2        0 2421F930 14620E40 24330AB4       4A
2421F8D0:        0        0 2421F8E8 10C1FD9C 2421F8F8        0        0        0
2421F8F0: 15868B74 15868B74 2421F910 117CF5C0 2421F968 1586A45C 2421F920 15868B74
2421F910: 2421F918        0 14850000        0 2421F930 10999978 2421F930        0
2421F930: 2421F940 10999E34 2421F940 15868B74 2421F948 11B430B8 2421F9B0 10C84444
2421F950: 2421F978        0        0        0        0 2421F9C0        0 240CC3C8
2421F970: 2421F990 11AE7394        6 FFFFFFFF        0        0        0 14BE0000
2421F990:        0        0        0        0        1        0 15868B74 15868B74
2421F9B0: 2421F9E8 10C83338        0        0       71 15868B74 156CA328 13794ACD
2421F9D0:        0        1        0 1511A790 2366B680 15868B74 2421FA00 11BE0C5C
2421F9F0: 156CA328 156CA328 2366B680 15868B74 2421FA18 10C93874 2421FA20        0
2421FA10:        0 2366B628 2421FA48 10C93D78 2421FA58 10C95370        0 11BB0A98
2421FA30:        0        0 15868B74        0        0 15868B74 2421FA58 10C94140
2421FA50:        3 15868B74 2421FA70 10C992EC        0        0        0 156CA328
2421FA70: 2421FB08 10CD155C  DFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF
2421FA90: FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF
2421FAB0:        1 FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF        0        0        0
2421FAD0:        0        0        0        0        0        0        0        0
2421FAF0:        0        0        0        0        0        0 2421FB10 1099BCFC
2421FB10:        0 10992CEC FFFFFFFF FD0110DF AB1234CD        0        0 1378AC50

---- block1  ptr=10999E34  is_malloc=0  length=0x13C ----

10999DF4: 3D2014BE 8009845C 2F800000 419E0010 3D2014BE 806983C4 4800000C 3D201485
10999E14: 80698C20 4927268D 38000000 3D2014BE 90098484 3D201485 90098CAC 4BFFFAB9
10999E34: 2F9F0000 419E0038 3D2014BE 80098498 2F800000 40BE0028 3860FFFE 3C8013CD
10999E54: 3884617C 4BE35D99 2F9F0003 409D0008 3BE00003 1C7F03E8 4909658D 7FE10808
10999E74: 38000000 3D201445 900900E4 80010014 7C0803A6 83E1000C 38210010 4E800020
10999E94: 9421FFF8 7C0802A6 9001000C 7C862378 38832010 38602000 3CA013CD 38A56198
10999EB4: 482E2201 8001000C 7C0803A6 38210008 4E800020 7C681B78 7C6A1B78 39200000
10999ED4: 89630000 2F8B0000 419E0078 380BFF9F 2B800005 40BD0010 380BFFD0 2B800009
10999EF4: 419D0060 552B2036 880A0000 7C000774 2F800039 419D0014 7D2B0214 3929FFD0
10999F14: 394A0001 48000018 892A0000 7D290774 7D2B4A14 3929FFA9 394A0001 896A0000
10999F34: 2F8B0000 419E001C 380BFF9F 2B800005 40BDFFB4 380BFFD0 2B800009 409DFFA8
10999F54: 38600000 7F8A4000 4D9E0020 91250000 91440000 38600001 4E800020

---- block2  ptr=20004020  is_malloc=0  length=0x100 ----

20003FE0:   ADBEEF        0        0        0     BEEF        0  7ADBEEF 1F724E78
20004000:    12800        0  1ADBEEF 12216BE8 1BE7FE60     BEEF 1BE7FE70 1813277C
20004020: 1BE7FE78 1253BA98     FE70 FFFFFFFF        3        0 FFFFFFFF FFFFFFFF
20004040: FFFFFFFF FFFFFFFF    10800        0        0    1FFFF 1BE7FF38 11F86C4C
20004060: 180AB988 1BE7FEF8 2027FEE8 FF84BEEF        3        0        0        0
20004080:     BEEF        0     BEEF        0        0        0        0        0
200040A0:        0   ADBEEF        0        0        0     BEEF        0  7ADBEEF
200040C0: 1F724E78    12800        0  1ADBEEF 12216BE8 1BE7FE60     BEEF 1BE7FE70
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200040E0: 1813277C 1BE7FE78 1253BA98     FE70 FFFFFFFF        3        0 FFFFFFFF
20004100: FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF    10800        0        0    1FFFF 1BE7FF38

---- block3  ptr=108EC3EC  is_malloc=0  length=0x100 ----

108EC3AC: 7C0803A6 83E1000C 38210010 4E800020 9421FFF8 7C0802A6 9001000C 2C030000
108EC3CC: 40A2000C 4BFFF7F9 48000008 4BFFFB79 8001000C 7C0803A6 38210008 4E800020
108EC3EC: 9421FFF8 7C0802A6 9001000C 3D20149A 8009FB08 2F800000 41BE0028 4BFEF791
108EC40C: 3D201485 81299C1C 81290024 7D2903A6 38600000 4E800421 38600000 4BFF0EFD
108EC42C: 8001000C 7C0803A6 38210008 4E800020 9421FFF8 7C0802A6 9001000C 3D20149A
108EC44C: 8009FB08 2F800000 41BE0028 4BFEF741 3D201485 81299C1C 81290024 7D2903A6
108EC46C: 38600000 4E800421 38600000 4BFF0EAD 8001000C 7C0803A6 38210008 4E800020
108EC48C: 9421FFE8 7C0802A6 BF810008 9001001C 7C9C2378 38000000 7C7E1B79 418200B0
108EC4AC: 7FC3F378 492150A5 38000000 7C7D1B79 4182009C 3BE00000 7F9FE800 40BC008C
108EC4CC: 7C9EF8AE 3D201442 8069EDA4 7C840774 49214EFD 2F830000 409E0064 2F9C0000

---- block4  ptr=234BBB10  is_malloc=1  length=0x100 ----

234BBAD0: FFFE0000        0 13C9C0B0 107FD290 234BBB10 234BBA24 8000000E        1
234BBAF0:        0 23056294 23054D90 13597D4C        1        0        0 FD0110DF
234BBB10: AB1234CD FFFE0000        0 13D9A594 10027870 234BBB54 234BBAE0 8000000E
234BBB30:        1        0        1        4        0        0        0        0
234BBB50: FD0110DF AB1234CD FFFE0000        0 156CD7F4 119EB018 234BC350 234BBB24
234BBB70: 800003EA        1 119F6768        0 234466EC 234FFE84        0 156CD7B8
234BBB90:       64       77    C000C        0        0        0        0        0
234BBBB0:    30000 14BB1760 52656720 46756E63 74696F6E 20310000 234BBDB8 234BC34C
234BBBD0:        0        0        0 234BBDB8 234BBDC4 234BBDD0 234BBDDC 234BBDE8
234BBBF0: 234BBDF4 234BBE00 234BBE0C 234BBE18 234BBE24 234BBE30 234BBE3C 234BBE48

---- block5  ptr=15870790  is_malloc=1  length=0x14C ----

15870750:        0        0        0        0        0        0        0        0
15870770:        0        0        0        0        0        0        0 FD0110DF
15870790: AB1234CD FFFE0000        0 13D9A594 10CA1538 158707DC 1586B958 80000012
158707B0:        1 4928F581        0        1 23C0BED0        0        0        0
158707D0: 1449E540        F FD0110DF AB1234CD FFFE0000        0 13D2B910 10C89680
158707F0: 15870840 158707A4 8000001E        1 38210008 158711F0 13D40DB8        0
15870810: 13D3EC78        0        0        0 10CC65BC        7 144B0254 15870868
15870830: 158708AC        0        0 FD0110DF AB1234CD FFFE0000        0 13D2B91C
15870850: 10C896E8 15870884 158707F0 8000000E        1 7C09002E 158708F0 23F0FB18
15870870:       17        0        0        0 FD0110DF AB1234CD FFFE0000        0
15870890: 13D2B92C 10C8970C 158708C8 15870854 8000000E        1 7D6B4A14 15870980
158708B0: 15871160        8        0        0        0 FD0110DF AB1234CD FFFE0000
158708D0:        0 13D2BA48 10C8BE78

---- block6  ptr=15870790  is_malloc=1  length=0x100 ----

15870750:        0        0        0        0        0        0        0        0
15870770:        0        0        0        0        0        0        0 FD0110DF
15870790: AB1234CD FFFE0000        0 13D9A594 10CA1538 158707DC 1586B958 80000012
158707B0:        1 4928F581        0        1 23C0BED0        0        0        0
158707D0: 1449E540        F FD0110DF AB1234CD FFFE0000        0 13D2B910 10C89680
158707F0: 15870840 158707A4 8000001E        1 38210008 158711F0 13D40DB8        0
15870810: 13D3EC78        0        0        0 10CC65BC        7 144B0254 15870868
15870830: 158708AC        0        0 FD0110DF AB1234CD FFFE0000        0 13D2B91C
15870850: 10C896E8 15870884 158707F0 8000000E        1 7C09002E 158708F0 23F0FB18
15870870:       17        0        0        0 FD0110DF AB1234CD FFFE0000        0

---- block7  ptr=240CC354  is_malloc=1  length=0x14C ----

240CC314:        2 240CC37C        0        0        0        0        2        0
240CC334:        0        0        0        0        0        0        0 FD0110DF
240CC354: AB1234CD   CD0000 24031228 240CC1F0 1011D6CC 240CC3A0 240CC2F0 80000012
240CC374:        1  D0D0D0D        1        8 10B4FEE8        0        2        4
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240CC394:        0 10B50054 FD0110DF AB1234CD FFFE0000        0 13D9A594 10C8D690
240CC3B4: 240CC404 240CC368 8000001E        1 10C7DB80        1       40        0
240CC3D4:        1 23553660 10C8D61C        0        0        0        0        0
240CC3F4:        0        0        0 FD0110DF AB1234CD   CD0000 24031228 1362B664
240CC414: 10DF2B24 240CEA20 240CC3B4 800012FA        1  D0D0D0D 2416C8DC ABADCAFE
240CC434:        C        C        0       CD 80000000        0        0        0
240CC454:        0        0        0        0        0        0        0        0
240CC474:        0        0        0        0        0        0        0        0
240CC494:        0        0        0

---- block8  ptr=13794ACC  is_malloc=0  length=0x100 ----

13794A8C: 51522E2E 2E2E2E2E 5C2E5354 55565758 595A2E2E 2E2E2E2E 30313233 34353637
13794AAC: 38392E2E 2E2E2E2E        0 30313233 34353637 38396162 63646566        0
13794ACC:   202020 20202020 20202828 28282820 20202020 20202020 20202020 20202020
13794AEC: 20881010 10101010 10101010 10101010 10040404  4040404  4040410 10101010
13794B0C: 10104141 41414141  1010101  1010101  1010101  1010101  1010101 10101010
13794B2C: 10104242 42424242  2020202  2020202  2020202  2020202  2020202 10101010
13794B4C: 20000000 436F6D6D 756E6963 6174696F 6E206572 726F7220 6F6E2073 656E6400
13794B6C: 546F6F20 6D616E79 206C696E 6B730000 426C6F63 6B206465 76696365 20726571
13794B8C: 75697265 64000000 41726720 6C697374 20746F6F 20626967        0 4E6F2073
13794BAC: 75636820 70726F63 65737300 4E6F7420 6F776E65 72000000 4E6F2073 75636820

Log buffer:

6:21:19 UTC Mon Sep 6 2010
CMD: 'alias exec cas clear auth sess' 06:21:19 UTC Mon Sep 6 2010
CMD: 'alias exec sas show auth sess' 06:21:19 UTC Mon Sep 6 2010
CMD: 'alias exec cpu show proc cpu | inc CPU' 06:21:19 UTC Mon Sep 6 2010
CMD: 'alias exec si show run int gi6/25' 06:21:19 UTC Mon Sep 6 2010
CMD: 'line con 0' 06:21:19 UTC Mon Sep 6 2010
CMD: ' exec-timeout 0 0' 06:21:19 UTC Mon Sep 6 2010
CMD: ' stopbits 1' 06:21:19 UTC Mon Sep 6 2010
CMD: ' speed 38400' 06:21:19 UTC Mon Sep 6 2010
CMD: 'line vty 0 4' 06:21:19 UTC Mon Sep 6 2010
CMD: 'scheduler runtime netinput 100' 06:21:19 UTC Mon Sep 6 2010
CMD: 'mac address-table static 0023.abf8.3303 vlan 1 interface GigabitEthernet6/15' 
06:21:19 UTC Mon Sep 6 2010
CMD: 'end' 06:21:19 UTC Mon Sep 6 2010

*Sep  6 06:21:19.103: %SW_VLAN-6-VTP_DOMAIN_NAME_CHG: VTP domain name changed to campus1.
*Sep  6 06:21:21.779: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from memory by console
*Sep  6 06:21:21.875: %SYS-5-RESTART: System restarted --
Cisco IOS Software, Catalyst 4500 L3 Switch Software (cat4500e-ENTSERVICES-M), 
Experimental Version 12.2(20100723:074204) [/../../../../ios/sys 179]
Copyright (c) 1986-2010 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Mon 06-Sep-10 22:11 by cisco
*Sep  6 06:21:23.363: Slot 0 : delete
*Sep  6 06:21:23.363:   K5SuperportSetConfig:
*Sep  6 06:21:23.363:    num of Superports : 4, SuperportIds( 57, 57, 57, 57 )
*Sep  6 06:21:23.363:   K5SuperportGroupMode XauiK5PortSpeedType 10G10
*Sep  6 06:21:23.363:    K5SuperportConfig:
*Sep  6 06:21:23.363:    K5SuperportUsageState Populated, 4K5SuperportManagementProtocol 
VsiK5HeaderType K10 SCH Preamble, Max SubportId : 9
*Sep  6 06:21:23.363:    num of subports : 1, SubportConfig:
*Sep  6 06:21:23.363:     SubportConfig( K5SubportId : 0, PimHwPhyportId : 240 )
*Sep  6 06:21:23.711: %C4K_JOB-4-OVERRUN: (Suppressed 1 times)Job Lj-poll ran 20941 
microseconds (its runTimeMax was 2000)
*Sep  6 06:21:23.711: Slot 0 : new
*Sep  6 06:21:23.711:   K5SuperportSetConfig:
*Sep  6 06:21:23.711:    num of Superports : 4, SuperportIds( 57, 57, 57, 57 )
*Sep  6 06:21:23.711:   K5SuperportGroupMode XauiK5PortSpeedType 10G10
*Sep  6 06:21:23.711:    K5SuperportConfig:
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*Sep  6 06:21:23.711:    K5SuperportUsageState Populated, 3K5SuperportManagementProtocol 
VsiK5HeaderType K10 SCH Preamble, Max SubportId : 9
*Sep  6 06:21:23.711:    num of subports : 2, SubportConfig:
*Sep  6 06:21:23.711:     SubportConfig( K5SubportId : 8, PimHwPhyportId : 242 )
*Sep  6 06:21:23.711:     SubportConfig( K5SubportId : 9, PimHwPhyportId : 243 )CMD: 'en' 
06:21:56 UTC Mon Sep 6 2010
CMD: 'plat' 06:21:57 UTC Mon Sep 6 2010
CMD: 'platform cr' 06:21:57 UTC Mon Sep 6 2010
CMD: 'platform crashdump d' 06:21:58 UTC Mon Sep 6 2010
CMD: 'platform crashdump ' 06:21:58 UTC Mon Sep 6 2010

Supervisor (WS-X45-SUP6-E) Board Specific Crash Data:
MCSR: 0x0
L1CSR0: 0x10001 L1CSR1: 0x10001
SRR0: 0x10999e70 CSRR0: 0x0 MCSRR0: 0x0
MCAR: 0x0
ESR: 0x2000000
CISR0: 0x0 CISR1: 0x0
L2CTL: 0xa0000000
L2CAPTDATAHI: 0x0 L2CAPTDATALO: 0x0
L2CAPTECC: 0x0
L2ERRDET: 0x0
L2ERRDIS: 0x0
L2ERRATTR: 0x0
L2ERRADDRH: 0x0L2ERRADDRL: 0x0
L2_ERRCTL: 0x0
DDR_CAPTURE_DATA_HI: 0x0 DDR_CAPTURE_DATA_LO: 0x0
DDR_CAPTURE_ECC: 0x0
DDR_ERR_DETECT: 0x0
DDR_ERR_DISABLE: 0x0
DDR_ERR_INT_EN: 0x9
DDR_CAPTURE_ATTRIBUTES: 0x0
DDR_CAPTURE_ADDRESS: 0x0
DDR_CAPTURE_EXT_ADDRESS: 0x0
DDR_ERR_SBE: 0xff0000
PCI_ERR_DR: 0x0
PCI_ERR_ATTRIB: 0x0
PCI_ERR_ADDR: 0x0
PCI_ERR_EXT_ADDR: 0x0
PCI_ERR_DH: 0x0PCI_ERR_DL: 0x0
Machine Check Interrupt Count: 0
L1 Instruction Cache Parity Errors: 0
L1 Instruction Cache Parity Errors (CPU30): 0
L1 Data Cache Parity Errors: 0

Jawa Crash Data:
Interrupt Mask: 0xe180
Interrupt: 0x0

GalK5DriverMan( 0 )
  SlotType( 3 )
  State( GalK5DriverManStateReady )
  SilentRollRegister( 0 )
  GldMajorVersion( 0 )
  CardRevision( 0 )
  GldMinor( 1)
  Load Dynamic Driver( No )

GalK5DriverMan( 1 )
  SlotType( 1 )
  State( GalK5DriverManStateReady )
  SilentRollRegister( 0 )
  GldMajorVersion( 0 )
  CardRevision( 0 )
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  GldMinor( 1)
  Load Dynamic Driver( No )

Switch#
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3
スイッチの初期設定

この章では、Catalyst 4500 シリーズ スイッチを初期設定する方法について説明します。

この章の情報は、次の URL の『Cisco IOS Configuration Fundamentals Command Reference, Release 
12.2SR』の管理情報と管理手順を補足するものです。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/fundamentals/configuration/guide/12_4/cf_12_4_book.html

この章の主な内容は、次のとおりです。

• 「デフォルト スイッチ設定」（P.3-1）

• 「DHCP ベースの自動設定の設定」（P.3-2）

• 「スイッチの設定」（P.3-9）

• 「特権 EXEC コマンドへのアクセス コントロール」（P.3-14）

• 「イネーブル パスワードを忘れた場合の回復方法」（P.3-26）

• 「スーパーバイザ エンジンのスタートアップ コンフィギュレーションの変更」（P.3-26）

• 「スイッチの出荷時のデフォルト設定へのリセット」（P.3-34）

（注） この章で使用するスイッチ コマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL で『Cisco 
Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』と関連資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products//hw/switches/ps4324/index.html

『Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』に掲載されていないコマンドについては、より詳

細な Cisco IOS ライブラリを参照してください。次の URL でCisco IOS コマンド リファレンスと関連

資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html

デフォルト スイッチ設定
ここでは、Catalyst 4500 シリーズ スイッチのデフォルト設定について説明します。表 3-1 に各機能の

デフォルト設定を示します。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/fundamentals/configuration/guide/12_4/cf_12_4_book.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html
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DHCP ベースの自動設定の設定
ここでは、Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP; ダイナミック ホスト コンフィギュレーショ

ン プロトコル）ベースの自動設定を設定する手順について説明します。

• 「DHCP ベースの自動設定について」（P.3-2）

• 「DHCP クライアント要求プロセス」（P.3-3）

• 「DHCP サーバの設定」（P.3-4）

• 「TFTP サーバの設定」（P.3-5）

• 「DNS サーバの設定」（P.3-5）

• 「リレー デバイスの設定」（P.3-6）

• 「コンフィギュレーション ファイルの入手方法」（P.3-6）

• 「構成例」（P.3-7）

DHCP サーバがシスコ デバイスの場合、またはスイッチを DHCP サーバとして設定している場合、

DHCP の設定の詳細については、『Cisco IOS IP and IP Routing Configuration Guide Cisco IOS Release 
12.1』の「IP Addressing and Services」を参照してください。

DHCP ベースの自動設定について

（注） Release 12.2(20)EW 以降では、write erase コマンドを発行することにより、DHCP の自動設定をイ

ネーブルにできます。このコマンドにより、Non-Volatile Random Access Memory（NVRAM; 不揮発

性 RAM）のスタートアップ コンフィギュレーションがクリアされます。Release 12.2(20)EW よりも

前のイメージでは、このコマンドは自動設定をイネーブルにしません。

DHCP は、インターネットホストおよびインターネットワーキング デバイスに設定情報を提供します。

このプロトコルには、2 つのコンポーネントが含まれます。1 つは DHCP サーバからデバイスにコン

フィギュレーション パラメータを提供するコンポーネント、もう 1 つはデバイスにネットワーク アド

レスを割り当てるコンポーネントです。DHCP はクライアント /サーバ モデルに基づいています。指定

表 3-1 デフォルト スイッチ設定

機能 デフォルト設定値

管理用接続 ユーザ モード

グローバル スイッチ情報 システム名、システムの連絡先、ロケーションにはデフォルト値

が設定されていません。

システム クロック システム クロック タイムには値が設定されていません。

パスワード ユーザ モードまたはイネーブル モードのパスワードは設定されて

いません（Return キーを押してください）。

スイッチ プロンプト Switch> 

インターフェイス イネーブル。速度とフロー制御は自動ネゴシエーションで、

Internet Protocol（IP; インターネット プロトコル）アドレスは指

定されていません。
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された DHCP サーバが、動的に設定されるデバイスに対して、ネットワーク アドレスを割り当て、コ

ンフィギュレーション パラメータを提供します。スイッチは、DHCP クライアントおよび DHCP サー

バとして機能できます。

DHCP ベースの自動設定により、スイッチ（DHCP クライアント）が起動時に IP アドレス情報および

コンフィギュレーション ファイルを使用して自動的に設定されるため、スイッチ上での DHCP クライ

アント側の設定は必要ありません。ただし、IP アドレスに関連付けられた各種のリース オプションに

対しては、DHCP サーバ、またはスイッチ上の DHCP サーバの機能を設定する必要があります。

DHCP を使用してネットワーク上でコンフィギュレーション ファイルをリレーする場合は、TFTP 
サーバおよび Domain Name System（DNS; ドメイン ネーム システム）サーバの設定が必要なことも

あります。

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

DHCP クライアント要求プロセス

起動時にスイッチ上にコンフィギュレーション ファイルがない場合は、スイッチは DHCP サーバに対

して自動的に設定情報を要求します。

図 3-1 に、DHCP クライアントと DHCP サーバ間で交換される一連のメッセージを示します。

図 3-1 DHCP クライアント /サーバ間のメッセージ交換

クライアントであるスイッチ A は、DHCP サーバの場所を特定するために、DHCPDISCOVER メッ

セージをブロードキャストします。DHCP サーバは、コンフィギュレーション パラメータ（IP アドレ

ス、サブネット マスク、ゲートウェイ IP アドレス、DNS IP アドレス、IP アドレス用のリースなど）

を、DHCPOFFER ユニキャスト メッセージでクライアントに提示します。

DHCPREQUEST ブロードキャスト メッセージでは、クライアントは、提示された設定情報に対して、

DHCP サーバに正式な要求を戻します。この正式な要求はブロードキャストされるため、クライアン

トから DHCPDISCOVER ブロードキャスト メッセージを受信した他のすべての DHCP サーバは、ク

ライアントに提示した IP アドレスを再利用できます。

DHCP サーバは、DHCPACK ユニキャスト メッセージをクライアントに戻すことで、IP アドレスがク

ライアントに割り当てられたことを確認します。このメッセージによって、クライアントとサーバはバ

インドされ、クライアントはサーバから受信した設定情報を使用します。スイッチの受信する情報量

は、DHCP サーバの設定方法によって異なります。詳細については、「DHCP サーバの設定」（P.3-4）
を参照してください。 

DHCPOFFER ユニキャスト メッセージでクライアントに送信されたコンフィギュレーション パラメー

タが無効である（コンフィギュレーション エラーがある）場合、クライアントは DHCP サーバに、

DHCPDECLINE ブロードキャスト メッセージを戻します。

DHCP サーバはクライアントに、提示されたコンフィギュレーション パラメータが割り当てられてい

ない、パラメータのネゴシエーション中にエラーが発生した、または DHCPOFFER メッセージに対す

るクライアントの応答が遅れているという意味の DHCPNAK 拒否ブロードキャスト メッセージを送信

します。（DHCP サーバが別のクライアントにパラメータを割り当てた可能性があります）。

 A

DHCPACK

DHCPREQUEST

DHCPOFFER

DHCPDISCOVER

DHCP 

51
80

7
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DHCP クライアントは、複数の DHCP サーバから提示を受け取り、いずれも受け入れることができま

すが、通常は 初に受け取った提示を受け入れます。DHCP サーバから提示された IP アドレスが必ず

しもクライアントに割り当てられるわけではありません。ただし、サーバは通常、クライアントが正式

にアドレスを要求するまではアドレスを保管しておきます。

DHCP サーバの設定

スイッチは、DHCP クライアントとしても DHCP サーバとしても機能できます。デフォルトでは、ス

イッチの Cisco IOS DHCP サーバおよびリレー エージェント機能はイネーブルになっています。

DHCP サーバ、またはスイッチ上で実行される DHCP サーバの機能に、スイッチ ハードウェア アドレ

スによって各スイッチにバインドされた専用のリースを設定する必要があります。

スイッチに IP アドレス情報を受信させるには、DHCP サーバに次のリース オプションを設定する必要

があります。

• クライアントの IP アドレス（必須）

• クライアントのサブネット マスク（必須）

• DNS サーバの IP アドレス（任意）

• ルータの IP アドレス（必須）

（注） ルータの IP アドレスは、スイッチのデフォルト ゲートウェイ アドレスです。

スイッチに TFTP サーバからコンフィギュレーション ファイルを受信させる場合は、DHCP サーバに

次のリース オプションを設定する必要があります。

• TFTP サーバの名前または IP アドレス（必須）

• ブート ファイル名（クライアントが必要とするコンフィギュレーション ファイル名）（推奨）

• ホスト名（任意）

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

DHCP サーバ、またはスイッチ上で実行される DHCP サーバの機能に、上記のリース オプションを設

定しない場合は、スイッチはクライアントの要求に対して、設定されているパラメータだけで応答しま

す。IP アドレスおよびサブネット マスクが応答に含まれていないと、スイッチは設定されません。

ルータの IP アドレスまたは TFTP のサーバ名（または IP アドレス）が見つからなかった場合、スイッ

チは TFTP 要求をユニキャストしないでブロードキャストする場合があります。その他のリース オプ

ションは、使用できなくても自動設定には影響しません。

DHCP サーバ、またはスイッチ上で実行される DHCP サーバの機能は、同じ Local Area Network
（LAN; ローカル エリア ネットワーク）上に配置することも、そのスイッチとは別の LAN 上に配置す

ることもできます。DHCP サーバが別の LAN 上で稼働している場合は、2 つの直接接続された LAN 
間のブロードキャスト トラフィックを転送する DHCP リレーを設定する必要があります。ルータはブ

ロードキャスト パケットを転送しませんが、受信したパケットの宛先 IP アドレスに基づいてパケット

を転送します。リレー装置の詳細については、「リレー デバイスの設定」（P.3-6）を参照してください。
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TFTP サーバの設定

DHCP サーバの設定に基づいて、スイッチは TFTP サーバから 1 つまたは複数のコンフィギュレー

ション ファイルをダウンロードしようとします。TFTP サーバへの IP 接続に必要なすべてのオプショ

ンについてスイッチに応答するよう DHCP を設定している場合で、なおかつ、TFTP サーバ名、アド

レス、およびコンフィギュレーション ファイル名を指定して DHCP サーバを設定している場合、ス

イッチは指定された TFTP サーバから指定されたコンフィギュレーション ファイルをダウンロードし

ようとします。

コンフィギュレーション ファイル名、および TFTP サーバを指定しなかった場合、またはコンフィ

ギュレーション ファイルをダウンロードできなかった場合は、スイッチはファイル名と TFTP サーバ

アドレスをさまざまに組み合わせてコンフィギュレーション ファイルをダウンロードしようとします。

ファイルには、指定されたコンフィギュレーション ファイル名（存在する場合）と、network-confg、
cisconet.cfg、hostname.confg、または hostname.cfg が含まれています。ここで、hostname はスイッ

チ、router-confg、および ciscortr.cfg の現在のホスト名です。使用される TFTP サーバアドレスには、

（存在する場合）指定された TFTP サーバのアドレス、およびブロードキャスト アドレス

（255.255.255.255）が含まれています。

スイッチが正常にコンフィギュレーション ファイルをダウンロードするには、TFTP サーバのベース 
ディレクトリに 1 つまたは複数のコンフィギュレーション ファイルが含まれていなければなりません。

設定できるファイルは、次のとおりです。

• DHCP 応答で指定されているコンフィギュレーション ファイル（実際のスイッチ コンフィギュ

レーション ファイル）。

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

• router-confg または ciscortr.cfg ファイル。（これらのファイルには、すべてのスイッチに共通のコ

マンドが含まれています。通常、DHCP および TFTP サーバが適切に設定されていれば、これらの

ファイルはアクセスされません）。

DHCP サーバ リース データベースに TFTP サーバ名を指定する場合は、DNS サーバのデータベースに 
TFTP サーバ名と IP アドレスのマッピングを設定することも必要です。

使用する TFTP サーバが、スイッチとは異なる LAN 上にある場合、またはスイッチがブロードキャス

ト アドレスを使用してアクセスした場合（前述のすべての必須情報が DHCP サーバの応答に含まれて

いない場合に発生）は、リレーを設定して TFTP サーバに TFTP パケットを転送する必要があります。

詳細については、「リレー デバイスの設定」（P.3-6）を参照してください。  DHCP サーバ、またはス

イッチ上で実行される DHCP サーバの機能のいずれかに、すべての必須情報を使用して設定すること

を推奨します。

DNS サーバの設定

DHCP サーバ、またはスイッチ上で実行される DHCP サーバの機能は、DNS サーバを使用して TFTP 
サーバ名を IP アドレスに変換します。DNS サーバ上で、TFTP サーバ名から IP アドレスへのマッピン

グを設定する必要があります。TFTP サーバには、スイッチのコンフィギュレーション ファイルが存在

します。

DNS サーバの IP アドレスを、DHCP 応答が IP アドレスを取得する DHCP サーバのリース データベー

スに設定できます。リース データベースには、DNS サーバの IP アドレスを 2 つまで入力できます。

DNS サーバは、スイッチと同じ LAN 上に配置することも、そのスイッチとは別の LAN 上に配置する

こともできます。DHCP サーバが別の LAN 上に存在する場合、スイッチはルータを介して DHCP 
サーバにアクセスできなければなりません。
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リレー デバイスの設定

スイッチが、別の LAN 上のホストからの応答を必要とするブロードキャスト パケットを送信する場合

は常に、受信されるブロードキャスト パケットを宛先ホストに転送するようリレー装置を設定する必

要があります。このようなブロードキャスト パケットの例として DHCP パケット、DNS パケット、場

合によっては TFTP パケットが挙げられます。

リレー装置が Cisco ルータである場合、IP ルーティングをイネーブルにし（ip routing グローバル コ
ンフィギュレーション コマンド）、ヘルパー アドレスを設定します（ip helper-address インターフェ

イス コンフィギュレーション コマンド）。図 3-2 では、ルータ インターフェイスを次のように設定し

ています。

インターフェイス 10.0.0.2 の場合

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

インターフェイス 20.0.0.1 では、

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

図 3-2 自動設定でのリレー デバイスの使用

コンフィギュレーション ファイルの入手方法

IP アドレスおよびコンフィギュレーション ファイル名が DHCP で専用のリースとして取得できるかど

うかに応じて、スイッチは次の方法で設定情報を入手します。

• IP アドレスおよびコンフィギュレーション ファイル名が、スイッチ用に予約され、DHCP 応答（1 
ファイル読み込み方式）で提供されます。

スイッチは、DHCP サーバまたはスイッチ上で実行される DHCP サーバ機能のいずれかから、IP 
アドレス、サブネット マスク、TFTP サーバ アドレス、およびコンフィギュレーション ファイル

名を受信します。スイッチは、TFTP サーバにユニキャスト メッセージを送信して、名前付きコン

フィギュレーション ファイルをサーバのベース ディレクトリから取得して、受信後、ブートアッ

プ プロセスを完了します。

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

DHCP 
Cisco 

49
06

8

DHCP TFTP DNS 

20.0.0.2 20.0.0.3

20.0.0.1
10.0.0.2

10.0.0.1

20.0.0.4
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スイッチは、DHCP サーバから IP アドレス、サブネット マスク、およびコンフィギュレーション 
ファイル名を DHCP サーバまたはスイッチ上で実行される DHCP サーバ機能のいずれかから受信

します。スイッチは、TFTP サーバにブロードキャスト メッセージを送信して、名前付きコンフィ

ギュレーション ファイルをサーバのベース ディレクトリから取得して、受信後、ブートアップ プ
ロセスを完了します。

• IP アドレスだけがスイッチ用に予約され、DHCP 応答で提供されており、 コンフィギュレーション 
ファイル名は提供されない場合（2 ファイル読み込み方式）。

スイッチは、DHCP サーバ、またはスイッチ上で実行される DHCP サーバ機能のいずれかから IP 
アドレス、サブネット マスク、および TFTP サーバ アドレスを受信します。スイッチは、TFTP 
サーバにユニキャストメッセージを送信し、network-confg または cisconet.cfg のデフォルト コン

フィギュレーション ファイルを取得します （network-confg ファイルが読み込めない場合、ス

イッチは cisconet.cfg ファイルを読み込みます）。

デフォルトのコンフィギュレーション ファイルには、スイッチのホスト名から IP アドレスへの

マッピングが含まれています。スイッチは、ファイルの情報をホスト テーブルに書き込み、ホス

ト名を入手します。ファイルでホスト名が見つからない場合、スイッチは DHCP 応答のホスト名

を使用します。DHCP 応答でホスト名が指定されていない場合、スイッチはデフォルトの Switch 
をホスト名として使用します。

デフォルトのコンフィギュレーション ファイルまたは DHCP 応答からホスト名を入手したあと、

スイッチはホスト名と同じ名前のコンフィギュレーション ファイル（network-confg または 
cisconet.cfg のどちらが先に読み込まれたかに応じて、hostname-confg または hostname.cfg）を 
TFTP サーバから読み込みます。cisconet.cfg ファイルが読み込まれている場合は、ホストのファ

イル名は 8 文字に切り捨てられます。

network-confg、cisconet.cfg、またはホスト名と同じ名前のファイルを読み込むことができない場

合、スイッチは router-confg ファイルを読み込みます。router-confg ファイルを読み込むことがで

きない場合、スイッチは ciscortr.cfg ファイルを読み込みます。

（注） 次のいずれかの場合に、スイッチは TFTP サーバ要求をブロードキャストします。DHCP 応答から 
TFTP サーバを入手できなかった場合、ユニキャスト伝送によるコンフィギュレーション ファイルの読

み込みに失敗した場合、TFTP サーバ名を IP アドレスに変換できない場合 

構成例

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

表 3-2 に、DHCP サーバ、またはスイッチ上で実行される DHCP サーバ機能の専用のリースのコン

フィギュレーションを示します。

DNS サーバ コンフィギュレーション

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

TFTP サーバ コンフィギュレーション（UNIX）

TFTP サーバのベース ディレクトリは、/tftpserver/work/ に設定されています。このディレクトリに

は、2 ファイル読み込み方式で使用される network-confg ファイルがあります。このファイルには、IP 
アドレスに基づいてスイッチに割り当てられるホスト名が含まれています。ベース ディレクトリには、

次に示すように、各スイッチのコンフィギュレーション ファイル（switch1-confg、switch2-confg な
ど）も含まれています。

prompt> cd /tftpserver/work/
prompt> ls
network-confg
switch1-confg

 1
00e0.9f1e.2001

Cisco 

49
06

6

 2
00e0.9f1e.2002

 3
00e0.9f1e.2003

DHCP DNS TFTP 
maritsu

10.0.0.1

10.0.0.10

10.0.0.2 10.0.0.3

 4
00e0.9f1e.2004

表 3-2 DHCP サーバ コンフィギュレーション

スイッチ 1 スイッチ 2 スイッチ 3 スイッチ 4

バインディング キー

（ハードウェア アドレ

ス）

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

IP アドレス 10.0.0.21 10.0.0.22 10.0.0.23 10.0.0.24

サブネット マスク 255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.255.0

ルータ アドレス 10.0.0.10 10.0.0.10 10.0.0.10 10.0.0.10

DNS サーバ アドレス 10.0.0.2 10.0.0.2 10.0.0.2 10.0.0.2

TFTP サーバ名 maritsu または 
10.0.0.3

maritsu または 10.0.0.3 maritsu または 10.0.0.3 maritsu または 10.0.0.3

ブート ファイル名

（コンフィギュレー

ション ファイル）（任

意）

switch1-confg switch2-confg switch3-confg switch4-confg

ホスト名（任意） switch 1 switch 2 switch 3 switch 4
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switch2-confg
switch3-confg
switch4-confg
prompt> cat network-confg
ip host switch1 10.0.0.21
ip host switch2 10.0.0.22
ip host switch3 10.0.0.23
ip host switch4 10.0.0.24

DHCP クライアント コンフィギュレーション

スイッチ 1 ～ 4 には、コンフィギュレーション ファイルは存在しません。

コンフィギュレーションの説明

図 3-3 の場合、スイッチ 1 はコンフィギュレーション ファイルを次のようにして読み込みます。

• スイッチ 1 は、DHCP サーバから IP アドレス 10.0.0.21 を入手します。

• DHCP サーバの応答でコンフィギュレーション ファイル名が提供されない場合、スイッチ 1 は 
TFTP サーバのベース ディレクトリから network-confg ファイルを読み込みます。

• スイッチ 1 は、ホスト テーブルに network-confg ファイルの内容を追加します。

• スイッチ 1 は、IP アドレス 10.0.0.21 を基にホスト テーブルを検索し、ホスト名（switch1）を取

得します。

• スイッチ 1 は、ホスト名に対応するコンフィギュレーション ファイルを読み込みます。たとえば、

TFTP サーバから switch1-confg を読み込みます。

スイッチ 2 ～ 4 も、同様にコンフィギュレーション ファイルおよび IP アドレスを取得します。

スイッチの設定 
ここではスイッチの設定方法について説明します。

• 「コンフィギュレーション モードによるスイッチの設定」（P.3-9）

• 「実行コンフィギュレーション設定の確認」（P.3-10）

• 「実行コンフィギュレーション設定値の起動ファイルへの保存」（P.3-11）

• 「NVRAM での設定の確認」（P.3-11）

• 「デフォルト ゲートウェイの設定」（P.3-12）

• 「スタティック ルートの設定」（P.3-12）

コンフィギュレーション モードによるスイッチの設定

コンフィギュレーション モードからスイッチを設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 スーパーバイザ エンジンのコンソール インターフェイスに、コンソール端末を接続します。

ステップ 2 数秒後に、ユーザ EXEC プロンプト（Switch>）が表示されます。このあと、特権 EXEC モード（別

名、イネーブル モード）を開始できます。enable と入力して、イネーブル モードを開始します。

Switch> enable
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（注） コンフィギュレーションを変更する場合は、イネーブル モードを開始している必要がありま

す。

プロンプトがイネーブル プロンプト（#）に変わります。

Switch#

ステップ 3 イネーブル プロンプト（#）に、configure terminal コマンドを入力して、グローバル コンフィギュ

レーション モードを開始します。

Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#

ステップ 4 グローバル コンフィギュレーション モード プロンプトに、interface type slot/interface コマンドを入

力して、インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始します。

Switch(config)# interface fastethernet 5/1
Switch(config-if)# 

ステップ 5 これらのコンフィギュレーション モードのいずれかで、スイッチ設定の変更を行います。

ステップ 6 コンフィギュレーション モードを終了するには、end コマンドを入力します。

ステップ 7 設定を保存します。「実行コンフィギュレーション設定値の起動ファイルへの保存」（P.3-11）を参照し

てください。

これで 小限のスイッチ設定が完了し、入力した設定を使用してルータを起動できるようになりまし

た。コンフィギュレーション コマンドのリストを確認するには、プロンプトで ? を入力するか、コン

フィギュレーション モードで help キーを押します。

実行コンフィギュレーション設定の確認

入力したコンフィギュレーションまたは変更を確認するには、次の例に示すように、イネーブルプロン

プト（#）で show running-config コマンドを入力します。

Switch# show running-config
Building configuration...
 
Current configuration:
!
version 12.0
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
!
hostname Switch

<...output truncated...>

!
line con 0
 transport input none
line vty 0 4
 exec-timeout 0 0
 password lab
 login
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 transport input lat pad dsipcon mop telnet rlogin udptn nasi
!
end
Switch#

実行コンフィギュレーション設定値の起動ファイルへの保存

注意 このコマンドを使用すると、コンフィギュレーション モードで入力した設定値が保存されます。こ

の手順を実行しない場合、システムを次回リロードするときに設定が失われます。

コンフィギュレーション、コンフィギュレーションへの変更内容、またはスタートアップ コンフィ

ギュレーションへの変更を NVRAM に保存するには、イネーブル プロンプト（#）で copy 
running-config startup-config コマンドを入力します。

Switch# copy running-config startup-config

NVRAM での設定の確認

NVRAM に保存されている情報を表示するには、show startup-config EXEC コマンドを入力します。

次に、一般的なシステム設定の例を示します。

Switch# show startup-config
Using 1579 out of 491500 bytes, uncompressed size = 7372 bytes
Uncompressed configuration from 1579 bytes to 7372 bytes
!
version 12.1
no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
service compress-config
!
hostname Switch
!
!
ip subnet-zero
!
!
!
!
interface GigabitEthernet1/1
 no snmp trap link-status
!
interface GigabitEthernet1/2
 no snmp trap link-status
!--More-- 

<...output truncated...>

!
line con 0
 exec-timeout 0 0
 transport input none
line vty 0 4
 exec-timeout 0 0
 password lab
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 login
 transport input lat pad dsipcon mop telnet rlogin udptn nasi
!
end

Switch# 

デフォルト ゲートウェイの設定

（注） スイッチがデフォルト ゲートウェイを使用するのは、ルーティング プロトコルが設定されていない場

合に限られます。

スイッチにルーティング プロトコルが設定されていない場合、他のサブネットにデータを送信するデ

フォルト ゲートウェイを設定します。デフォルト ゲートウェイには、スイッチに直接接続するルータ

上のインターフェイスの IP アドレスを指定する必要があります。

デフォルト ゲートウェイを設定するには、次の作業を行います。

次に、デフォルト ゲートウェイを設定し、その設定を確認する例を示します。

Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)# ip default-gateway 172.20.52.35
Switch(config)# end
3d17h: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Switch# show ip route
Default gateway is 172.20.52.35

Host               Gateway           Last Use    Total Uses  Interface
ICMP redirect cache is empty
Switch# 

スタティック ルートの設定

Telnet ステーションまたは簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）ネットワーク管理ワークステー

ションが、スイッチと異なるネットワークに存在し、ルーティング プロトコルが設定されていない場

合、使用しているエンド ステーションが存在するネットワークに対応するスタティック ルーティング 
テーブル エントリを追加しなければならない場合があります。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch(config)# ip default-gateway IP-address デフォルト ゲートウェイを設定します。

ステップ 2 Switch# show ip route デフォルト ゲートウェイが IP ルーティング テーブルに

正しく表示されることを確認します。
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スタティック ルートを設定するには、次の作業を行います。

次に、スイッチ上で ip route コマンドを使用して、IP アドレス 171.10.5.10 のワークステーションへの

スタティック ルートを設定する例を示します。この場合、サブネット マスクと転送ルータの IP アドレ

ス 172.20.3.35 を用います。

Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)# ip route 171.10.5.10 255.255.255.255 172.20.3.35
Switch(config)# end
Switch#

次に、show running-config コマンドを使用して、スタティック ルートの設定を確認する例を示しま

す。

Switch# show running-config
Building configuration...
.
<...output truncated...>
.
ip default-gateway 172.20.52.35
ip classless
ip route 171.10.5.10 255.255.255.255 172.20.3.35
no ip http server
!
line con 0
 transport input none
line vty 0 4
 exec-timeout 0 0
 password lab
 login
 transport input lat pad dsipcon mop telnet rlogin udptn nasi
!
end
 
Switch#

次に、スイッチ上で ip route コマンドを使用して、IP アドレス 171.20.5.3 のワークステーションへの

スタティック ルートを設定する例を示します。この場合、サブネット マスクと接続されている Virtual 
Local Area Network（VLAN; 仮想 LAN）1 を用います。

Switch# configure terminal
Switch(config)# ip route 171.20.5.3 255.255.255.255 vlan 1
Switch(config)# end
Switch# 

次に、show running-config コマンドを使用して、スタティック ルートの設定を確認する例を示しま

す。

Switch# show running-config
Building configuration...
.
<...output truncated...>

コマンド 目的

ステップ 1 Switch(config)# ip route dest_IP_address mask 
{forwarding_IP | vlan vlan_ID} 

リモート ネットワークへのスタティック ルートを設定

します。

ステップ 2 Switch# show running-config スタティック ルートが正しく表示されることを確認しま

す。
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.
ip default-gateway 172.20.52.35
ip classless
ip route 171.20.5.3 255.255.255.255 Vlan1
no ip http server
!
!
x25 host z
!
line con 0
 transport input none
line vty 0 4
 exec-timeout 0 0
 password lab
 login
 transport input lat pad dsipcon mop telnet rlogin udptn nasi
!
end

Switch# 

特権 EXEC コマンドへのアクセス コントロール
次の手順に従って、システム コンフィギュレーション ファイルと特権 EXEC コマンドへのアクセスを

制御します。

• 「スタティック イネーブル パスワードの設定または変更」（P.3-14）

• 「enable password コマンドおよび enable secret コマンドの使用」（P.3-15）

• 「特権パスワードの設定または変更」（P.3-15）

• 「TACACS+ によるスイッチ アクセスの制御」（P.3-16）

• 「パスワードの暗号化」（P.3-23）

• 「複数の特権レベルの設定」（P.3-24）

スタティック イネーブル パスワードの設定または変更 
イネーブル モードへのアクセスを制御するスタティック パスワードを設定または変更するには、次の

コマンドを入力します。

次に、イネーブル パスワードを lab に設定する例を示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# enable password lab
Switch(config)#

パスワードまたはアクセス レベルの設定を表示する方法については、「パスワード、アクセス レベル、

および特権レベルの設定の表示」（P.3-25）を参照してください。

コマンド 目的

Switch(config)# enable password password 特権 EXEC モードの新しいパスワードを設定する

か、または既存のパスワードを変更します。
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enable password コマンドおよび enable secret コマンドの使用

ネットワークで送受信されるパスワードまたは TFTP サーバに保存されるパスワードについて、セキュ

リティをさらに強化するには、enable password コマンドまたは enable secret コマンドを使用します。

どちらのコマンドも、イネーブル モード（デフォルト）または指定したその他の特権レベルにアクセ

スするために、ユーザが入力しなければならない暗号化パスワードを設定します。

enable secret コマンドの使用を推奨します。

enable secret コマンドを設定した場合、このコマンドは enable password コマンドよりも優先されま

す。同時に 2 つのコマンドを有効にすることはできません。

スイッチがイネーブル パスワードを要求するように設定するには、次のいずれかのコマンドを入力し

ます。

level オプションを使用してどちらかのパスワード コマンドを入力すると、特定の特権レベルにアクセ

スするためのパスワードを定義できます。レベルを指定してパスワードを設定したあと、このレベルに

アクセスする必要のあるユーザにのみパスワードを提供してください。各レベルでアクセスできるコマ

ンドを指定するには、privilege level コンフィギュレーション コマンドを使用します。

service password-encryption コマンドをイネーブルにしている場合は、入力したパスワードが暗号化

されます。more system:running-config コマンドを使用してパスワードを表示すると、パスワードは

暗号化形式で表示されます。

暗号化タイプを指定する場合は、暗号化パスワード（別の Catalyst 4500 シリーズ スイッチの設定から

コピーした暗号化パスワード）を入力する必要があります。

（注） 暗号化パスワードを忘れた場合、回復はできません。NVRAM を消去し、新しいパスワードを設定す

る必要があります。詳細については、「イネーブル パスワードを忘れた場合の回復方法」（P.3-26）を参

照してください。

パスワードまたはアクセス レベルの設定を表示する方法については、「パスワード、アクセス レベル、

および特権レベルの設定の表示」（P.3-25）を参照してください。

特権パスワードの設定または変更 
特権パスワードを設定または変更するには、次のコマンドを入力します。

コマンド 目的

Switch(config)# enable password [level 
level] {password | encryption-type 
encrypted-password}

特権 EXEC モードを開始するためのパスワードを

設定します。

Switch(config)# enable secret [level 
level] {password | encryption-type 
encrypted-password}

不可逆的な暗号化方式を使用して保存されるシーク

レット パスワードを設定します。（enable 
password コマンドおよび enable secret コマンドを

両方とも設定した場合、ユーザはイネーブル シーク

レット パスワードを入力しなければなりません）。
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パスワードまたはアクセス レベルの設定を表示する方法については、「パスワード、アクセス レベル、

および特権レベルの設定の表示」（P.3-25）を参照してください。

TACACS+ によるスイッチ アクセスの制御 
ここでは、詳細なアカウンティング情報を提供し、認証および許可プロセスを柔軟に管理できるように

するために、TACACS+ をイネーブルにして設定する方法について説明します。TACACS+ は、

Authentication, Authorization, Accounting（AAA; 認証、許可、アカウンティング）機能により拡張さ

れており、TACACS+ をイネーブルにするには AAA コマンドを使用する必要があります。

（注） ここで使用するコマンドの構文および使用方法の詳細については、『Cisco IOS Security Command 
Reference, Release 12.2』を参照してください。

ここでは、次の設定情報について説明します。

• 「TACACS+ の概要」（P.3-16）

• 「TACACS+ の動作」（P.3-18）

• 「TACACS+ の設定」（P.3-18）

• 「TACACS+ 設定の表示」（P.3-23）

TACACS+ の概要

TACACS+ は、スイッチにアクセスしようとするユーザの検証を集中的に行うセキュリティ アプリ

ケーションです。TACACS+ サービスは、通常 UNIX または Windows NT ワークステーション上で稼

働する TACACS+ デーモンのデータベースで管理されます。スイッチに TACACS+ 機能を設定する前

に、TACACS+ サーバにアクセスして設定する必要があります。

TACACS+ は、個別のモジュール式 AAA 機能を備えています。TACACS+ では、単一のアクセス コ
ントロール サーバ（TACACS+ デーモン）が各サービス（認証、許可、およびアカウンティング）を

別個に提供します。各サービスは固有のデータベースに組み込まれるため、デーモンの機能に応じてそ

のサーバまたはネットワークで使用できる他のサービスも利用できます。

TACACS+ の目的は、1 つの管理サービスから複数のネットワーク アクセス ポイントを管理する方式

を提供することです。スイッチは、他の Cisco ルータやアクセス サーバとともにネットワーク アクセ

ス サーバにできます。ネットワーク アクセス サーバは、個々のユーザ、ネットワークまたはサブネッ

トワーク、および相互接続されたネットワークとの接続を実現します（図 3-4を参照）。

コマンド 目的

Switch(config-line)# password password 特権レベルの新しいパスワードを設定するか、既存

のパスワードを変更します。
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図 3-4 一般的な TACACS+ ネットワーク構成

TACACS+ は、AAA セキュリティ サービスによって管理され、次のようなサービスを提供します。

• 認証：ログインおよびパスワード ダイアログ、チャレンジおよび応答、メッセージ サポートに

よって認証の完全制御を行います。

認証機能は、ユーザとの対話を実行できます（たとえば、ユーザ名とパスワードが入力された後

に、自宅住所、母親の旧姓、サービス タイプ、社会保険番号など、複数の質問でユーザの身元を

確認します）。TACACS+ 認証サービスは、ユーザ画面にメッセージを送信することもできます。

たとえば、会社のパスワード エージング ポリシーのため、パスワードを変更する必要があること

をメッセージでユーザに通知することができます。

• 許可：ユーザのセッション期間中の管理機能を詳細に制御します。これには自動コマンドの設定、

アクセス コントロール、セッション期間、またはプロトコル サポートのなどが含まれますが、そ

れに限定されません。また、TACACS+ 許可機能によってユーザが実行できるコマンドを制限する

こともできます。

• アカウンティング：課金、監査、およびレポートに使用する情報を収集して TACACS+ デーモン

に送信します。ネットワークの管理者は、アカウンティング機能を使用して、セキュリティ監査の

ためにユーザの活動状況をトラッキングしたり、ユーザ課金用の情報を提供したりできます。アカ

ウンティング レコードには、ユーザ ID、開始時刻および終了時刻、実行されたコマンド（PPP な
ど）、パケット数、およびバイト数が含まれます。 

TACACS+ プロトコルは、スイッチと TACACS+ デーモン間の認証を行い、スイッチと TACACS+ 
デーモン間のプロトコル交換をすべて暗号化することによって機密保持を実現します。

スイッチで TACACS+ を使用するには、TACACS+ デーモン ソフトウェアが稼働するシステムが必要

です。
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TACACS+ の動作

ユーザが、TACACS+ を使用しているスイッチに対して簡易 ASCII ログインを試行し、認証が必要に

なると、次のプロセスが発生します。

1. 接続が確立すると、スイッチは TACACS+ デーモンに接続してユーザ名プロンプトを取得し、

ユーザに表示します。ユーザがユーザ名を入力すると、スイッチは TACACS+ デーモンに接続し

てパスワード プロンプトを取得します。スイッチによってパスワード プロンプトが表示され、

ユーザがパスワードを入力すると、そのパスワードが TACACS+ デーモンに送信されます。

TACACS+ によって、デーモンはユーザを認証するのに十分な情報を取得するまで、デーモンと

ユーザの間で対話が可能になります。デーモンは、ユーザ名とパスワードの入力入力するよう求め

ますが、ユーザの母親の旧姓などの追加項目を求めることもできます。

2. スイッチは、 終的に TACACS+ デーモンから次のいずれかの応答を得ます。

• ACCEPT：ユーザが認証され、サービスを開始できます。許可を必要とするようにスイッチが

設定されている場合は、この時点で許可処理が開始されます。

• REJECT：ユーザは認証されません。TACACS+ デーモンに応じて、ユーザはアクセスを拒否

されるか、ログイン シーケンスを再試行するように求められます。

• ERROR：デーモンによる認証サービスのある時点で、またはデーモンとスイッチの間のネッ

トワーク接続においてエラーが発生しました。ERROR 応答が表示された場合は、スイッチ

は、通常別の方法でユーザを認証しようとします。

• CONTINUE：ユーザは、さらに認証情報の入力を求められます。

認証後、スイッチで許可がイネーブルになっている場合、ユーザは追加の許可フェーズに入りま

す。ユーザは TACACS+ 許可に進む前に、まず TACACS+ 認証を正常に完了する必要があります。

3. TACACS+ 許可が必要な場合は、再び TACACS+ デーモンに接続し、デーモンが ACCEPT または 
REJECT の許可応答を返します。ACCEPT 応答が返された場合は、その応答に、そのユーザおよ

びそのユーザがアクセスできるサービスの、EXEC または NETWORK セッション宛ての属性の形

式でデータが含まれています。

• Telnet、Secure Shell（SSH; セキュア シェル）、rlogin、または特権 EXEC サービス

• 接続パラメータ（ホストまたはクライアントの IP アドレス、アクセス リスト、およびユーザ 
タイムアウトを含む）

TACACS+ の設定

ここでは、TACACS+ をサポートするようにスイッチを設定する方法について説明します。 低限、

TACACS+ デーモンを維持するホスト（1 つまたは複数）を特定し、TACACS+ 認証の方式リストを定

義する必要があります。また、任意で TACACS+ 許可およびアカウンティングの方式リストを定義す

ることもできます。方式リストでは、ユーザの認証、認可、およびアカウントの記録を行うための順序

と方式を定義します。方式リストを使用すると、1 つまたは複数のセキュリティ プロトコルを指定し、

初の方式が失敗した場合のバックアップ システムを確保します。ソフトウェアは、リスト内の 初

の方式を使用してユーザの認証、許可、アカウントの維持を行います。その方式で応答が得られなかっ

た場合、ソフトウェアはそのリストから次の方式を選択します。このプロセスは、リスト内の方式によ

る通信が成功するか、方式リストの方式をすべて試し終わるまで続きます。

ここでは、次の設定情報について説明します。

• 「TACACS+ のデフォルト設定」（P.3-19）

• 「TACACS+ サーバ ホストの特定および認証キーの設定」（P.3-19）

• 「TACACS+ ログイン認証の設定」（P.3-20）

• 「特権 EXEC アクセスおよびネットワーク サービス用の TACACS+ 許可の設定」（P.3-22）
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• 「TACACS+ アカウンティングの起動」（P.3-22）

TACACS+ のデフォルト設定

TACACS+ と AAA は、デフォルトでディセーブルに設定されます。

セキュリティの失効を防止するため、ネットワーク管理アプリケーションを使用して TACACS+ を設

定することはできません。TACACS+ をイネーブルに設定した場合、CLI を通じてスイッチにアクセス

するユーザを認証できます。

（注） TACACS+ の設定は CLI を使用して行いますが、TACACS+ サーバは権限レベル 15 に設定された 
HTTP 接続を許可します。

TACACS+ サーバ ホストの特定および認証キーの設定

認証用に単一サーバを使用する、または既存のサーバ ホストをグループ化するために AAA サーバ グ
ループを使用するようスイッチを設定できます。サーバをグループ化して設定済みサーバ ホストのサ

ブセットを選択し、特定のサービスにそのサーバを使用できます。サーバ グループは、グローバル 
サーバ ホスト リストとともに使用され、選択されたサーバ ホストの IP アドレスのリストが含まれて

います。

TACACS+ サーバを維持している IP ホスト（1 つまたは複数）を指定し、任意で暗号キーを設定する

には、特権 EXEC モードで次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 tacacs-server host hostname [port 
integer] [timeout integer] [key 
string]

TACACS+ サーバを維持する IP ホストを特定します。このコマンドを複

数回入力して、優先ホストのリストを作成します。ソフトウェアは、指

定された順序でホストを検索します。

• hostname には、ホストの名前または IP アドレスを指定します。

• （任意）port integer には、サーバのポート番号を指定します。デ

フォルトはポート 49 です。指定できる範囲は 1 ～ 65535 です。

• （任意）timeout integer には、スイッチがデーモンからの応答を待

つ時間を秒数で指定します。これを過ぎるとスイッチはタイムアウ

トしてエラーを宣言します。デフォルトは 5 秒です。指定できる範

囲は 1 ～ 1000 秒です。

• （任意）key string には、スイッチと TACACS+ デーモン間のすべて

のトラフィックを暗号化および暗号解除するための暗号キーを指定

します。暗号化が正しく機能するには、TACACS+ デーモンに同じ

キーを設定する必要があります。

ステップ 3 aaa new-model AAA をイネーブルにします。

ステップ 4 aaa group server tacacs+ group-name （任意）グループ名で AAA サーバグループを定義します。

このコマンドによって、スイッチはサーバ グループ サブコンフィギュ

レーション モードになります。
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指定された TACACS+ サーバ名またはアドレスを削除するには、no tacacs-server host hostname グ
ローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。設定リストからサーバ グループを削除する

には、no aaa group server tacacs+ group-name グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用

します。TACACS+ サーバの IP アドレスを削除するには、no server ip-address サーバ グループ サブ

コンフィギュレーション コマンドを使用します。

TACACS+ ログイン認証の設定

AAA 認証を設定するには、認証方式の名前付きリストを定義してから、さまざまなポートにそのリス

トを適用します。方式リストには実行する認証のタイプと実行順序を定義します。このリストを特定の

ポートに適用してから、定義した認証方式を実行する必要があります。唯一の例外はデフォルトの方式

リスト（偶然に default と名前が付けられている）です。デフォルトの方式リストは、名前付き方式リ

ストを明示的に定義されたインターフェイスを除いて、自動的にすべてのポートに適用されます。定義

済みの方式リストは、デフォルトの方式リストに優先します。

方式リストは、ユーザ認証のためクエリー送信を行う手順と認証方式を記述したものです。認証のため

に 1 つまたは複数のセキュリティ プロトコルを指定できるので、 初の方式が失敗した場合のバック

アップ システムが確保されます。ソフトウェアは、リスト内の 初の方式を使用してユーザを認証し

ます。その方式で応答が得られなかった場合、ソフトウェアはそのリストから次の方式を選択します。

このプロセスは、リスト内の認証方式による通信が成功するか、定義された方式をすべて試し終わるま

で繰り返されます。この処理のある時点で認証が失敗した場合（つまり、セキュリティ サーバまたは

ローカルのユーザ名データベースがユーザ アクセスを拒否すると応答した場合）、認証プロセスは停止

し、それ以上認証方式が試行されることはありません。

ログ認証を設定するには、特権 EXEC モードを開始して次の作業を行います。

ステップ 5 server ip-address （任意）特定の TACACS+ サーバを定義済みサーバ グループに関連付け

ます。AAA サーバ グループの各 TACACS+ サーバに対してこのステッ

プを繰り返します。

グループの各サーバは、ステップ 2 で定義済みのものでなければなりま

せん。

ステップ 6 end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 7 show tacacs 入力を確認します。

ステップ 8 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 目的

コマンド 目的

ステップ 1 configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 aaa new-model AAA をイネーブルにします。
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ステップ 3 aaa authentication login {default | 
list-name} method1 [method2...]

ログイン認証方式リストを作成します。

• login authentication コマンドに名前付きリストが指定されなかった
場合に使用されるデフォルトのリストを作成するには、default キー

ワードの後ろにデフォルトの状況で使用する方式を指定します。デ

フォルトの方式リストは、自動的にすべてのポートに適用されます。

• list-name には、作成するリストの名前として使用する文字列を指定

します。

• method1... には、認証アルゴリズムが試行する実際の方式を指定し

ます。追加の認証方式は、その前の方式でエラーが返された場合に

限り使用されます。前の方式が失敗した場合は使用されません。

次のいずれかの方式を選択します。

• enable：イネーブル パスワードを認証に使用します。この認証方式

を使用するには、あらかじめ enable password グローバル コンフィ

ギュレーション コマンドを使用してイネーブル パスワードを定義し

ておく必要があります。

• group tacacs+：TACACS+ 認証を使用します。この認証方式を使用

するには、あらかじめ TACACS+ サーバを設定しておく必要があり

ます。詳細については、「TACACS+ サーバ ホストの特定および認

証キーの設定」（P.3-19）を参照してください。 

• line：回線パスワードを認証に使用します。この認証方式を使用す

るには、あらかじめ回線パスワードを定義しておく必要があります。

password password ライン コンフィギュレーション コマンドを使用

します。

• local：ローカル ユーザ名データベースを認証に使用します。データ

ベースにユーザ名情報を入力しておく必要があります。username 
password グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用しま

す。

• local-case：大文字と小文字が区別されるローカル ユーザ名データ

ベースを認証に使用します。username name password グローバル 
コンフィギュレーション コマンドを使用して、ユーザ名情報をデー

タベースに入力する必要があります。

• none：ログインに認証を使用しません。

ステップ 4 line [console | tty | vty] line-number 
[ending-line-number]

ライン コンフィギュレーション モードを開始し、認証リストを適用する

回線を設定します。

ステップ 5 login authentication {default | 
list-name}

1 つの回線または複数回線に認証リストを適用します。

• default を指定する場合は、aaa authentication login コマンドで作

成したデフォルトのリストを使用します。

• list-name には、aaa authentication login コマンドで作成したリス

トを指定します。

ステップ 6 end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 7 show running-config 入力を確認します。

ステップ 8 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 目的
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AAA をディセーブルにするには、no aaa new-model グローバル コンフィギュレーション コマンドを

使用します。AAA 認証をディセーブルにするには、no aaa authentication login {default | list-name} 
method1 [method2...] グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。ログインの 
TACACS+ 認証をディセーブルにするかデフォルト値に戻す場合は、no login authentication {default 
| list-name} ライン コンフィギュレーション コマンドを使用します。

特権 EXEC アクセスおよびネットワーク サービス用の TACACS+ 許可の設定

AAA 認証によってユーザが使用できるサービスが制限されます。AAA 認証がイネーブルの場合、

ローカル ユーザ データベースまたはセキュリティ サーバ上にあるユーザのプロファイルから取得した

情報を使用して、ユーザのセッションを設定します。ユーザは、ユーザ プロファイル内の情報で認め

られている場合に限り、要求したサービスのアクセスが認可されます。

特権 EXEC モードへのユーザのネットワーク アクセスを制限するパラメータを設定するには、tacacs+ 
キーワードを指定して aaa authorization グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

aaa authorization exec tacacs+ local コマンドは、次の許可パラメータを設定します。

• TACACS+ を使用して認証を行った場合は、特権 EXEC アクセス許可に TACACS+ を使用します。

• 認証に TACACS+ を使用しなかった場合は、ローカル データベースを使用します。

（注） 許可が設定されていても、CLI を使用してログインし、認証されたユーザに対しては、許可は省略され

ます。

TACACS+ 許可を特権 EXEC アクセスおよびネットワーク サービスに指定するには、特権 EXEC モー

ドで開始し、次の作業を行います。

許可をディセーブルにするには、no aaa authorization {network | exec} method1 グローバル コンフィ

ギュレーション コマンドを使用します。

TACACS+ アカウンティングの起動

AAA アカウンティング機能は、ユーザがアクセスしたサービスと、消費したネットワーク リソース量

をトラッキングします。AAA アカウンティングをイネーブルにすると、スイッチはユーザの活動状況

をアカウンティング レコードの形式で TACACS+ セキュリティ サーバに報告します。各アカウンティ

ング レコードには、アカウンティング属性と値（AV）のペアが含まれ、セキュリティ サーバに保存さ

れます。このデータをあとでネットワーク管理、クライアント請求、および監査のために分析できま

す。

コマンド 目的

ステップ 1 configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 aaa authorization network tacacs+ ネットワーク関連のすべてのサービス要求に対してユーザ TACACS+ 認
可を行うことを設定します。

ステップ 3 aaa authorization exec tacacs+ ユーザの特権 EXEC アクセスに対してユーザ TACACS+ 認可を行うこと

を設定します。

exec キーワードを指定すると、ユーザ プロファイル情報

（autocommand 情報など）が返される場合があります。

ステップ 4 end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show running-config 入力を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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各 Cisco IOS 特権レベルおよびネットワーク サービスに対して TACACS+ アカウンティングをイネー

ブルにするには、特権 EXEC モードで次の作業を行います。

アカウンティングをディセーブルにするには、no aaa accounting {network | exec} {start-stop} 
method1... グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

TACACS+ 設定の表示

TACACS+ サーバ統計情報を表示するには、show tacacs 特権 EXEC コマンドを使用します。

パスワードの暗号化

プロトコル アナライザでパケットを調べる（パスワードを読み取る）ことができるので、パスワード

を暗号化するように Cisco IOS ソフトウェアを設定することによって、アクセス セキュリティを強化

することができます。暗号化を行うと、コンフィギュレーション ファイル内でパスワードが読み取り

可能な形式にならないようにすることができます。

パスワードを暗号化するように Cisco IOS ソフトウェアを設定するには、次のコマンドを入力します。

暗号化は、現在の設定が保存されるとき、またはパスワードが設定されるときに行われます。パスワー

ドの暗号化は、認証キー パスワード、特権コマンド パスワード、コンソールおよび仮想端末回線アク

セス パスワード、およびボーダー ゲートウェイ プロトコル（BGP）ネイバー パスワードを含む、すべ

てのパスワードに適用されます。service password-encryption コマンドを使用すると、未認可ユーザ

によるコンフィギュレーション ファイルのパスワードの表示を防ぐことができます。

注意 service password-encryption コマンドでは、高度なネットワーク セキュリティは提供されません。

このコマンドを使用する場合は、その他のネットワーク セキュリティ手段も講じる必要がありま

す。

コマンド 目的

ステップ 1 configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 aaa accounting network start-stop 
tacacs+

ネットワーク関連のすべてのサービス要求について、TACACS+ アカ

ウンティングをイネーブルにします。

ステップ 3 aaa accounting exec start-stop 
tacacs+

TACACS+ アカウンティングをイネーブルにして、特権 EXEC プロセ

スの 初に記録開始アカウンティング通知、 後に記録停止通知を送

信します。

ステップ 4 end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show running-config 入力を確認します。

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

コマンド 目的

Switch(config)# service password-encryption パスワードを暗号化します。
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暗号化パスワードを忘れた場合、パスワードの回復はできません（元のパスワードを取り戻すことはで

きません）。ただし、暗号化パスワードを忘れても、スイッチの制御を取り戻すことはできます。詳細

については、「イネーブル パスワードを忘れた場合の回復方法」（P.3-26）を参照してください。

パスワードまたはアクセス レベルの設定を表示する方法については、「パスワード、アクセス レベル、

および特権レベルの設定の表示」（P.3-25）を参照してください。

複数の特権レベルの設定

Cisco IOS ソフトウェアには、パスワード セキュリティのモードがデフォルトで 2 つあります。ユーザ 
EXEC モードと特権 EXEC モードです。各モードに、 大 16 個の階層レベルからなるコマンドを設定

できます。複数のパスワードを設定することにより、ユーザ グループ別に特定のコマンドへのアクセ

スを許可することができます。

たとえば、多くのユーザに clear line コマンドへのアクセスを許可する場合、レベル 2 のセキュリティ

を割り当て、レベル 2 のパスワードを広範囲のユーザに配布できます。一方、configure コマンドにア

クセスできるユーザを限定する場合には、このコマンドにレベル 3 セキュリティを割り当て、そのパス

ワードを配布するユーザ数を減らします。

ここでは、追加レベルのセキュリティを設定する手順について説明します。

• 「コマンドの特権レベルの設定」（P.3-24）

• 「回線のデフォルト特権レベルの変更」（P.3-24）

• 「特権レベルへのログイン」（P.3-25）

• 「特権レベルの終了」（P.3-25）

• 「パスワード、アクセス レベル、および特権レベルの設定の表示」（P.3-25）

コマンドの特権レベルの設定

コマンドの特権レベルを設定するには、次の作業を行います。

パスワードまたはアクセス レベルの設定を表示する方法については、「パスワード、アクセス レベル、

および特権レベルの設定の表示」（P.3-25）を参照してください。

回線のデフォルト特権レベルの変更

特定の回線または回線グループのデフォルト特権レベルを変更するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch(config)# privilege mode level level 
command 

コマンドの特権レベルを設定します。

ステップ 2 Switch(config)# enable password level level 
[encryption-type] password 

特権レベルにアクセスするためのイネーブル パスワード

を指定します。

コマンド 目的

Switch(config-line)# privilege level level 回線のデフォルト特権レベルを変更します。
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パスワードまたはアクセス レベルの設定を表示する方法については、「パスワード、アクセス レベル、

および特権レベルの設定の表示」（P.3-25）を参照してください。

特権レベルへのログイン

特定の特権レベルにログインするには、次のコマンドを入力します。

特権レベルの終了

特定の特権レベルを終了するには、次のコマンドを入力します。

パスワード、アクセス レベル、および特権レベルの設定の表示

詳細なパスワード情報を表示するには、次の作業を行います。

次に、パスワードおよびアクセス レベルの設定を表示する例を示します。

Switch# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
version 12.0
service timestamps debug datetime localtime
service timestamps log datetime localtime
no service password-encryption
!
hostname Switch
!
boot system flash sup-bootflash
enable password lab
!
<...output truncated...>

次に、特権レベルの設定を表示する例を示します。

Switch# show privilege
Current privilege level is 15
Switch# 

コマンド 目的

Switch# enable level 指定された特権レベルにログインします。

コマンド 目的

Switch# disable level 指定した特権レベルを終了します。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# show running-config パスワードおよびアクセス レベルの設定を表示します。

ステップ 2 Switch# show privilege 特権レベルの設定を表示します。
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イネーブル パスワードを忘れた場合の回復方法

（注） NVRAM にあらかじめ設定されているコンフィギュレーション レジスタについては、「ソフトウェア 
コンフィギュレーション レジスタの設定」（P.3-27）を参照してください。

イネーブル パスワードを忘れた場合に、回復するには、次の作業を行います。

ステップ 1 コンソール インターフェイスに接続します。

ステップ 2 起動後 5 秒以内に Ctrl を押した状態で C を押して、ブート シーケンスを停止し、ROM モニタを開始

します。

ステップ 3 コンフィギュレーション メモリ（NVRAM）を読み込まずに起動するように、スイッチを設定します。

ステップ 4 システムをリブートします。

ステップ 5 イネーブル モードにアクセスします（パスワードが設定されていない場合は、パスワードを指定しま

せん）。

ステップ 6 パスワードを表示または変更するか、設定を消去します。

ステップ 7 通常どおり NVRAM を読み込んで起動するように、スイッチを再設定します。

ステップ 8 システムをリブートします。

スーパーバイザ エンジンのスタートアップ コンフィギュ
レーションの変更

ここでは、スーパーバイザ エンジンのスタートアップ コンフィギュレーションの機能と、BOOT 変数

およびコンフィギュレーション レジスタを変更する手順について説明します。

• 「スーパーバイザ エンジンのブート コンフィギュレーションの概要」（P.3-26）

• 「ソフトウェア コンフィギュレーション レジスタの設定」（P.3-27）

• 「スタートアップ システム イメージの指定」（P.3-32）

• 「環境変数の制御」（P.3-33）

スーパーバイザ エンジンのブート コンフィギュレーションの概要

スーパーバイザ エンジンのブート プロセスには、ROM モニタとスーパーバイザ エンジン ソフトウェ

アの 2 つのソフトウェア イメージが関与します。スイッチを起動またはリセットすると、Random 
Access Memory Monitor（ROMmon; ランダム アクセス メモリ モニタ）コードが実行されます。

NVRAM に保存されている設定に応じて、スーパーバイザ エンジンは ROMmon モードを継続するか、

またはスーパーバイザ エンジン ソフトウェアをロードします。

ユーザ側で設定できる 2 つのパラメータによって、スイッチの起動方法が決まります。コンフィギュ

レーション レジスタと BOOT 環境変数です。コンフィギュレーション レジスタについては、「ブート 
フィールドの変更および boot コマンドの使用」（P.3-29）を参照してください。BOOT 環境変数につい

ては、「スタートアップ システム イメージの指定」（P.3-32）を参照してください。
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ROM モニタの概要

ROM モニタ（ROMmon）はスイッチの起動時、リセット時、または致命的な例外が発生した場合に

呼び出されます。スイッチで ROMmon モードが開始されるのは、スイッチが有効なソフトウェア イ
メージを見つけることができなかった場合、NVRAM 内の設定が壊れていた場合、またはコンフィ

ギュレーション レジスタが ROMmon モードを開始するように設定されていた場合です。ROMmon 
モードでは、ブートフラッシュまたはフラッシュ ディスクからソフトウェア イメージを手動でロード

できます。また、管理インターフェイスから起動することもできます。ROMmon モードはプライマリ 
イメージをロードします。このプライマリ イメージで、BOOTLDR 環境変数を使用してローカルに、

またはネットワークを通じて、指定されたソースから起動するセカンダリ イメージを設定できます。

この変数については、「Switch#」（P.3-33）を参照してください。

また、スイッチを再起動して、起動後の 初の 5 秒間に Ctrl を押した状態で C を押しても、ROMmon 
モードを開始できます。端末サーバから接続している場合は、エスケープによって Telnet プロンプト

を表示し、send break コマンドを入力すると、ROMmon モードが開始されます。

（注） コンフィギュレーションレジスタで Ctrl を押した状態で C を押す機能がディセーブルに設定されてい

るかどうかにかかわらず、スイッチの再起動後 5 秒間は常に Ctrl を押した状態で C を押す機能がイ

ネーブルになります。

ROM モニタの機能は、次のとおりです。

• 電源投入時の信頼性テスト

• ハードウェアの初期化

• 起動能力（手動による起動および自動起動が可能）

• ファイル システム（ROMmon の実行時は読み取り専用）

ソフトウェア コンフィギュレーション レジスタの設定

スイッチは 16 ビットのソフトウェア コンフィギュレーション レジスタを使用します。このコンフィ

ギュレーション レジスタに特定のシステム パラメータを設定できます。ソフトウェア コンフィギュ

レーション レジスタの設定は、NVRAM にあらかじめ設定されています。

次の場合は、ソフトウェア コンフィギュレーション レジスタの設定値を変更する必要があります。

• 起動元およびデフォルトのブート ファイル名を選択する場合

• ブロードキャスト アドレスを制御する場合

• コンソール端末のボーレートを設定する場合

• フラッシュ メモリからオペレーティング ソフトウェアをロードする場合

• 忘れたパスワードを回復する場合

• ブートストラップ プログラム プロンプトで boot コマンドを使用し、手動でシステムを起動する場

合

• システム ブートストラップ ソフトウェア（ブート イメージ）またはオンボード フラッシュ メモリ

上のデフォルトのシステム イメージから自動的に起動し、NVRAM 上のコンフィギュレーション 
ファイル内の boot system コマンドを読み取るように強制的に設定する場合
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注意 誤ってCatalyst 4500 シリーズ スイッチのスイッチが停止するような事態を避けるために、コン

フィギュレーション レジスタ設定を有効にするには、表 3-3 に記載されている個々の設定値を使用

するのではなく、設定値を組み合わせる必要があります。たとえば、出荷時のデフォルトである 
0x2101 という値は、3 つの設定値の組み合わせです。

表 3-3 に、各ソフトウェア コンフィギュレーション メモリ ビットの意味を示します。表 3-4 にブート 
フィールドの定義を示します。

 
表 3-3 ソフトウェア コンフィギュレーション レジスタ ビット

ビット番号1

1. コンフィギュレーション レジスタの出荷時のデフォルト値は 0x2101 です。この値は、次の設定値を組み合わせた
ものです。バイナリ ビット 13、ビット 8 = 0x0100、およびバイナリ ビット 00 ～ 03 = 0x0001 表 3-4 を参照して
ください。

16 進数 意味

00 ～ 03 0x0000 ～ 0x000F ブート フィールド（表 3-4 を参照）

04 0x0010 未使用

05 0x0020 ビット 2 はコンソール回線速度 

06 0x0040 システム ソフトウェアに NVRAM の内容を無視させます。

07 0x0080 OEM2 ビットをイネーブルにします。

2. OEM = Original Equipment Manufacturer

08 0x0100 未使用

09 0x0200 未使用

10 0x0400 すべて 0 の IP ブロードキャスト

11 ～ 12 0x0800 ～ 0x1000 コンソール回線速度のビット 1 と 0（デフォルトは 9600 ボー）

13 0x2000 ネットブートの失敗後に ROM モニタをロードします。

14 0x4000 IP ブロードキャストでネットワーク番号を使用しません。

表 3-4 ブート フィールド（コンフィギュレーション レジスタ ビット 00 ～ 03）の説明

ブート 
フィール

ド 意味

00 システム ブートストラップ プロンプトの状態（自動起動しません）。

01 オンボード フラッシュ メモリ上で 初に検出されたファイルを起動します。

02 ～ 0F BOOT 環境変数で指定されたイメージを使用して自動起動します。複数のイメージが指

定されている場合、スイッチは BOOT 変数で 初に指定されたイメージの起動を試みま

す。スイッチがこのイメージからの起動に成功すると、再起動時に同じイメージが使用

されます。スイッチが BOOT 変数で 初に指定されたイメージからの起動に失敗すると、

スイッチは BOOT 変数の次のイメージからの起動を試みます。BOOT 変数の 後のイ

メージからスイッチが起動できない場合、スイッチは BOOT 変数の 初に戻って起動を

試みます。自動起動は、スイッチが BOOT 変数で指定されたいずれかのイメージからの

起動に成功するまで続きます。
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ブート フィールドの変更および boot コマンドの使用

コンフィギュレーション レジスタのブート フィールドにより、スイッチはオペレーティング システム 
イメージをロードするかどうかを決定し、ロードする場合はシステム イメージをどの位置から取得す

るかを決定します。ここでは、コンフィギュレーション レジスタのブート フィールドの使用方法およ

び設定手順と、コンフィギュレーション レジスタのブート フィールドを変更する場合の手順について

説明します。ROMmon で、コンフィギュレーション レジスタとブート設定を変更するには、confreg 
コマンドを使用します。

ソフトウェア コンフィギュレーション レジスタのビット 0 ～ 3 が、ブート フィールドを形成します。

（注） システムおよびスペア製品のコンフィギュレーション レジスタの出荷時のデフォルト値は、0x2101 で
す。ただし、推奨値は 0x0102 です。

ブート フィールドを 00 または 01（0-0-0-0 または 0-0-0-1）に設定すると、システムはシステム コン

フィギュレーション ファイルの起動命令を無視して、次の動作を行います。

• ブート フィールドが 00 に設定されている場合は、システム ブートストラップまたは ROMmon プ
ロンプトで boot コマンドを入力し、手動でオペレーティング システムを起動する必要がありま

す。

• ブート フィールドが 01 に設定されている場合は、ブートフラッシュ Single In-line Memory 
Module（SIMM; シングル インライン メモリ モジュール）で 初に検出されたイメージを起動し

ます。

• ブート フィールド全体が 0-0-1-0 ～ 1-1-1-1 の範囲の値である場合、スイッチはスタートアップ コ
ンフィギュレーション ファイルの boot system コマンドで指定されるシステム イメージをロード

します。

注意 ブートフィールドを 0-0-1-0 ～ 1-1-1-1 の範囲の値に設定する場合は、boot system コマンドで値を

指定する必要があります。値を指定しないと、スイッチは起動できず ROMmon のままになります。

boot コマンドは単独でも入力できますが、フラッシュ メモリに保存されたファイル名、ネットワーク 
サーバからの起動を指定するファイル名など、追加の起動命令を含めることもできます。ファイル名ま

たは他の起動命令を指定せずに boot コマンドを使用すると、システムはデフォルトのフラッシュ イ
メージ（オンボード フラッシュ メモリ上の 初のイメージ）から起動します。また、特定のフラッ

シュ イメージから起動するように指定することもできます（boot system flash filename コマンドを使

用）。

また、boot コマンドを使用して、スーパーバイザ エンジン上のスロット 0 にあるコンパクト フラッ

シュ カードに保存されたイメージを起動することもできます。

ブート フィールドの変更

ソフトウェア コンフィギュレーション レジスタのブート フィールドを変更します。ソフトウェア コン

フィギュレーション レジスタのブート フィールドを変更するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# show version 現在のコンフィギュレーション レジスタ設定を判別しま

す。

ステップ 2 Switch# configure terminal コンフィギュレーション モードを開始し、terminal オ
プションを指定します。
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スイッチが Cisco IOS ソフトウェアを実行している場合にコンフィギュレーション レジスタを変更す

る手順は、次のとおりです。

ステップ 1 enable コマンドおよびパスワードを入力して、特権レベルを開始します。

Switch> enable
Password: 
Switch#

ステップ 2 EXEC モード プロンプト（#）で、configure terminal コマンドを次のように入力します。

Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# 

ステップ 3 コンフィギュレーション レジスタを 0x102 に設定します。

Switch(config)# config-register 0x102

value コマンド変数を指定して、コンフィギュレーション レジスタの内容を設定します。value は、先

頭が 0x の 16 進数です（表 3-3（P.3-28）を参照）。

ステップ 4 コンフィギュレーション モードを終了するには、end コマンドを入力します。新しい設定値がメモリ

に保存されます。ただし、システムを再起動するまで新しい設定値は有効になりません。

ステップ 5 show version EXEC コマンドを入力して、現在有効なコンフィギュレーション レジスタ値を表示しま

す。これは次回のリロード時に使用されます。この値は次の出力例のように、画面の 後の行に表示さ

れます。

Configuration register is 0x141 (will be 0x102 at next reload)

ステップ 6 設定を保存します。

「実行コンフィギュレーション設定値の起動ファイルへの保存」（P.3-11）を参照してください。コン

ソールから reload コマンドを入力するなどの方法でシステムをリロードしない限り、コンフィギュ

レーション レジスタの変更は有効になりません）。

ステップ 7 システムをリブートします。システムを再起動した時点で、新しいコンフィギュレーション レジスタ

値が有効になります。

コンフィギュレーション レジスタ設定値の確認

現在のコンフィギュレーション レジスタ設定値を確認するには、show version EXEC コマンドを使用

します。コンフィギュレーション レジスタの設定を確認するには、ROMmon モードで show version 
コマンドを使用します。

スイッチのコンフィギュレーション レジスタ設定値を確認するには、次の作業を行います。

ステップ 3 Switch(config)# config-register value スイッチへの希望するシステム イメージのロード方法に

応じて、既存のコンフィギュレーション レジスタ設定値

を変更します。

ステップ 4 Switch(config)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 5 Switch# reload スイッチを再起動して、変更を有効にします。

コマンド 目的
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次に示す show version コマンドの出力例では、現在のコンフィギュレーション レジスタは、スイッチ

がオペレーティング システム イメージを自動的にロードしないように設定されています。レジスタは 
ROMmon モードを開始し、ユーザによる ROM モニタ コマンドの入力を待機します。

Supervisor Engine 6-E および Supervisor Engine 6L-E

Switch# show version
Cisco IOS Software, Catalyst 4500 L3 Switch Software (cat4500e-ENTSERVICES-M), Version 
15.1(1)SG5.214, CISCO INTERNAL USE ONLY DEVTEST VERSION , synced to END_OF_FLO_ISP
Copyright (c) 1986-2012 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Tue 17-Jan-12 23:07 by gsbuprod

ROM: 12.2(44r)SG(0.146)
Switch uptime is 1 minute
System returned to ROM by power-on
System image file is 
"tftp://172.25.60.31/auto/gsg-sw/interim/flo_dsgs7/newest_image/ios/dev/cat4500e-entservic
es-mz"
Darkside Revision 4, Jawa Revision 20, Tatooine Revision 141, Forerunner Revision 1.83

cisco WS-C4503-E (MPC8548) processor (revision 6) with 1048576K bytes of memory.
Processor board ID SPE120301X8
MPC8548 CPU at 1.33GHz, Supervisor 6-E
Last reset from PowerUp
1 Virtual Ethernet interface
52 Gigabit Ethernet interfaces
2 Ten Gigabit Ethernet interfaces
511K bytes of non-volatile configuration memory.

Supervisor Engine 7-E および Supervisor Engine 7L-E

Switch# show version
Cisco IOS Software, IOS-XE Software, Catalyst 4500 L3 Switch Software 
(cat4500e-UNIVERSALK9-M), Version 03.03.00.SG5.
CISCO INTERNAL USE ONLY UNIVERSAL DEVELOPMENT K10 IOSD VERSION , synced to V150_5_20_SID
Copyright (c) 1986-2011 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 14-Dec-11 07:59 by gsbuprod

ROM: 15.0(1r)SG(0.326)
Switch uptime is 7 minutes
System returned to ROM by reload
System image file is 
"tftp://172.25.60.31/auto/gsg-sw/interim/flo_gsbu8/newest_image/iosxe/dev/cat4500e-univers
alk9.b
Jawa Revision 7, Snowtrooper Revision 0x0.0x1C

Last reload reason: Reload command

...          
          
License Information for 'WS-X45-SUP7-E'
    License Level: entservices   Type: Permanent
    Next reboot license Level: entservices
          
cisco WS-C4503-E (MPC8572) processor (revision 8) with 2097152K/20480K bytes of memory.
Processor board ID SPE134600QA

コマンド 目的

Switch# show version コンフィギュレーション レジスタ設定値を表示

します。
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MPC8572 CPU at 1.5GHz, Supervisor 7
Last reset from Reload
1 Virtual Ethernet interface
96 Gigabit Ethernet interfaces
4 Ten Gigabit Ethernet interfaces
511K bytes of non-volatile configuration memory.
          
Configuration register is 0x40

スタートアップ システム イメージの指定

スタートアップ コンフィギュレーション ファイルまたは BOOT 環境変数に複数のブート コマンドを

入力して、システム イメージをロードするバックアップ方法を提供することができます。

BOOT 環境変数については、『Cisco IOS Configuration Fundamentals Configuration Guide』にある

「Loading and Maintaining System Images and Microcode」の章の「Specify the Startup System Image 
in the Configuration File」の項でも説明されています。

以下の項目に従って、フラッシュ メモリから起動するようにスイッチを設定してください。フラッ

シュ メモリは Single In-Line Memory Module（SIMM; シングル インライン メモリ モジュール）また

はフラッシュ ディスクのいずれかになります。フラッシュ メモリのタイプについては、適切なハード

ウェアのインストールおよびメンテナンス マニュアルを確認してください。

フラッシュ メモリの機能

フラッシュ メモリを使用すると、次の作業が可能になります。

• TFTP または RCP 転送による複数のシステム ソフトウェア イメージのリモートでのロード（ファ

イルのロードごとに 1 回の転送）

• フラッシュ メモリに保存されたシステム ソフトウェア イメージからの、手動または自動によるス

イッチの起動（ROM からの直接起動も可能）

• TFTP によるシステム イメージのフラッシュ メモリへのコピー

• フラッシュ メモリからの自動または手動によるシステムの起動

• TFTP または RCP によるフラッシュ メモリ イメージのネットワーク サーバへのコピー

フラッシュ メモリの詳細については、次の URL を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst4500/hardware/configuration/notes/OL_2788.ht
ml

セキュリティ上の注意

フラッシュ メモリからロードする場合、次のセキュリティ上の注意を参照してください。

注意 フラッシュ メモリに保存されたシステム イメージを変更できるのは、コンソール端末の特権 EXEC 
レベルからに限られます。
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フラッシュ メモリの設定

スイッチがフラッシュ メモリから起動するように設定する手順は、次のとおりです。ハードウェアの

インストール方法については、適切なハードウェアのインストールおよびメンテナンス マニュアルを

参照してください。

ステップ 1 TFTP またはその他のプロトコルでシステム イメージをフラッシュ メモリにコピーします。次の URL 
の『Cisco IOS Configuration Fundamentals Configuration Guide, Release 12.2』の「Cisco IOS File 
Management」および「Loading and Maintaining System Images」の章を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst4500/hardware/configuration/notes/OL_2788.ht
ml

ステップ 2 フラッシュ メモリ内の必要なファイルからシステムが自動的に起動するように設定します。

コンフィギュレーション レジスタ値を変更しなければならない場合があります。コンフィギュレー

ション レジスタを変更する方法については、「ブート フィールドの変更および boot コマンドの使用」

（P.3-29）を参照してください。

ステップ 3 設定を保存します。

ステップ 4 システムの電源をオフにしてから再びオンにしてシステムを再起動し、すべて正常に動作しているかど

うかを確認します。

環境変数の制御

環境変数の制御は ROM モニタが行いますが、特定のコマンドを使用して環境変数を作成、変更、また

は表示することができます。BOOT 変数と BOOTLDR 変数を作成または変更するには、それぞれ 
boot system と boot bootldr グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。BOOT 環境

変数の詳細については、『Configuration Fundamentals Configuration Guide』の「Loading and 
Maintaining System Images and Microcode」の章の「Specify the Startup System Image in the 
Configuration File」の項を参照してください。 

（注） boot system と boot bootldr グローバル コンフィギュレーション コマンドが有効なのは、実行コン

フィギュレーションだけです。あとで使用できるようにコンフィギュレーションを保存する場合は、

ROM モニタ制御下に情報を置くスタートアップ コンフィギュレーションに環境変数の設定を保存する

必要があります。環境変数を実行コンフィギュレーションからスタートアップ コンフィギュレーショ

ンに保存するには、copy system:running-config nvram:startup-config コマンドを使用します。

BOOT 変数および BOOTLDR 変数の内容を表示するには、show bootvar コマンドを使用します。こ

のコマンドは、スタートアップ コンフィギュレーション内のこれらの変数の設定値を表示しますが、

実行コンフィギュレーションの設定値がスタートアップ コンフィギュレーションの設定値と異なって

いる場合には、実行コンフィギュレーション内の設定値も表示します。次に、スイッチ上の BOOT 変
数と BOOTLDR 変数を確認する例を示します。

Switch# show bootvar
BOOTLDR variable = bootflash:cat4000-is-mz,1;
Configuration register is 0x0
Switch# 

http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst4500/hardware/configuration/notes/OL_2788.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst4500/hardware/configuration/notes/OL_2788.html
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スイッチの出荷時のデフォルト設定へのリセット
製造元およびリペア センターでは、erase /all non-default コマンドを使用して次の作業を実行できま

す。

• ローカルのスーパーバイザ エンジンの不揮発設定および状態（NVRAM およびフラッシュ）をク

リアします。

• カスタマーへ出荷する前に、Catalyst 4500 シリーズ スイッチ上で出荷時のデフォルト パラメータ

を設定します。

次に、このコマンドの出力例を示します。

Switch# erase /all non-default
Erase and format operation will destroy all data in non-volatile storage.  Continue? 
[confirm]
Formatting bootflash: ...
                       
Format of bootflash complete
Erasing nvram:
Erasing cat4000_flash:
Clearing crashinfo:data
Clearing the last power failure timestamp
Clearing all ROMMON variables
Setting default ROMMON variables:
     ConfigReg=0x2101
     PS1=rommon ! >
     EnableAutoConfig=1
Setting vtp mode to transparent
%WARNING! Please reboot the system for the changes to take effect
Switch#
00:01:48: %SYS-7-NV_BLOCK_INIT: Initialized the geometry of nvram
Switch#

Catalyst 4500 シリーズ スイッチが TFTP サーバにアクセス可能な場合は、TFTP コマンドを使用して

ブートフラッシュ メモリにイメージをコピーできます。

Switch# copy tftp://192.20.3.123/tftpboot/abc/cat4500-entservices-mz.bin bootflash:

コピーが完了すると、reload コマンドによりブートフラッシュ メモリに格納されたイメージにコピー

されたばかりの Catalyst 4500 シリーズ スイッチのイメージを再起動できます。

Switch# reload

 System configuration has been modified. Save? [yes/no]: no
 Proceed with reload? [confirm]

 00:06:17: %SYS-5-RELOAD: Reload requested by console. Reload Reason: Reload Command.

erase /all non-default コマンドにより設定されたデフォルト パラメータの詳細については、『Catalyst 
4500 Series Switch Cisco IOS Command Reference』の erase コマンドの使用上の注意事項を参照して

ください。
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スイッチの管理

この章では、Catalyst 4500 シリーズ スイッチで 1 回だけ行う管理作業の実行方法について説明します。

またこの章では、Catalyst 4500 シリーズ スイッチのグラフィカル表示と、GUI ベースの管理および設

定インターフェイスを提供する組み込み CiscoView ネットワーク管理システムのインストールおよび

設定方法についても説明します。

この章の主な内容は、次のとおりです。

• 「システム日時の管理」（P.4-1）

• 「システム名およびプロンプトの設定」（P.4-14）

• 「バナーの作成」（P.4-17）

• 「MAC アドレス テーブルの管理」（P.4-21）

• 「ARP テーブルの管理」（P.4-38）

• 「組み込み CiscoView サポートの設定」（P.4-38）

（注） この章で使用するスイッチ コマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL で『Cisco 
Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』と関連資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products//hw/switches/ps4324/index.html

『Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』に掲載されていないコマンドについては、より詳

細な Cisco IOS ライブラリを参照してください。次の URL で『Cisco IOS Command Reference』と関

連資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html

システム日時の管理
Network Time Protocol（NTP; ネットワーク タイム プロトコル）を使用して手動または自動でスイッ

チのシステム日時を設定できます。

ここでは、次の設定について説明します。

• 「システム クロック」（P.4-2）

• 「NTP の概要」（P.4-2）

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html
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• 「NTP の設定」（P.4-3）

• 「手動での日時の設定」（P.4-11）

システム クロック 
時刻サービスの中核となるのはシステム クロックで、これによって日時をモニタリングします。この

クロックはシステムが起動した瞬間から開始します。

システム クロックは、次のサービスに時刻を提供します。

• ユーザの show コマンド

• ログおよびデバッグ メッセージ

システム クロックは、Universal Time Coordinated（UTC; 協定世界時）（別名 GMT（グリニッジ標準

時））に基づいてシステム内部の時刻を常時トラッキングします。現地の時間帯および夏時間に関する

情報を設定することにより、時刻が現地の時間帯で正確に表示されるようにできます。

システム クロックは、時刻に信頼性があるかどうか（つまり、信頼できると見なされる時刻源によっ

て時刻が設定されているか）を常時モニタリングします。信頼性のない場合は、時刻は表示目的でのみ

使用され、再配信されません。設定の詳細については、「手動での日時の設定」（P.4-11）を参照してく

ださい。

NTP の概要

NTP は、ネットワーク上のデバイス間の時刻の同期化を目的に設計されています。NTP は UDP で稼

働し、UDP は IP 上で稼働します。NTP は RFC 1305 に規定されています。

NTP ネットワークは通常、ラジオ クロックやタイム サーバに接続された原子時計など、信頼できるタ

イム ソースからその時刻を取得します。NTP は、ネットワーク全体ににこの時刻を配信します。NTP 
はきわめて効率的で、1 分間に 1 パケットを使用するだけで、2 台のデバイスを 1 ミリ秒以内に同期化

できます。

NTP は、ストラタム（階層）という概念を使用して、信頼できるタイム ソースとデバイスが離れてい

る NTP ホップを記述します。ストラタム 1 タイム サーバには、ラジオ クロックまたは原子時計が直接

接続されており、ストラタム 2 タイム サーバは、NTP を使用してストラタム 1 タイム サーバから時刻

を取得します（以降のストラタムも同様です）。NTP が稼働するデバイスは、タイム ソースとして、

NTP を使用して通信するストラタム番号が 小のデバイスを自動的に選択します。この方法によって、

NTP 時刻配信の自動編成型ツリーが効率的に構築されます。

NTP では、同期化されていないデバイスとの同期化を防ぎます。また、NTP では、複数のデバイスか

ら報告される時刻を比較して、ストラタムの番号が小さくても、時刻が他のデバイスと大幅に異なるデ

バイスとは同期化しません。

NTP が稼働するデバイス間の通信（アソシエーション）は、通常静的に設定されます。各デバイスに

は、アソシエーションを行う全デバイスの IP アドレスが与えられます。アソシエーションのペアとな

るデバイス間で NTP メッセージを交換することによって、正確な時刻の維持が可能になります。ただ

し、LAN 環境では、代わりに IP ブロードキャスト メッセージを使用するように NTP を設定できま

す。各デバイスを、ブロードキャスト メッセージを送受信するように設定すればよいので、この代替

手段により設定の複雑さが緩和されます。この場合は、情報の流れは一方向に限られます。

デバイス上で維持される時刻は、重要なリソースです。NTP のセキュリティ機能を使用して、不正確

な時刻が誤ってあるいは意図的に設定されることを防止してください。アクセス リストを使用して制

限する方式および暗号化認証メカニズムの、2 種類のメカニズムを使用できます。
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シスコによる NTP の実装では、ストラタム 1 サービスをサポートしていないため、ラジオ クロックま

たはアトミック クロックに接続できません。ネットワークの時刻サービスは、IP インターネット上の

パブリック NTP サーバから取得することを推奨します。

図 4-1 に、NTP を使用する一般的なネットワーク例を示します。スイッチ A は、NTP サーバ モードで

設定したスイッチ B、C、D の NTP マスターです。スイッチ B、C、D とスイッチ A との間にはサー

バ アソシエーションが設定されています。スイッチ E は、アップストリーム スイッチ（スイッチ B）

およびダウンストリーム スイッチ（スイッチ F）の NTP ピアとして設定されています。

図 4-1 一般的な NTP ネットワークの構成

ネットワークがインターネットから切り離されている場合、シスコによる NTP 実装では、同期化して

いなくても、デバイスが NTP を使用して同期化しているように動作を設定できます。他のデバイスは、

NTP によりこのデバイスと同期化されます。

NTP の時刻は、他の方法による時刻に優先します。

自社のホスト システムに NTP ソフトウェアを組み入れているメーカーもあり、また、UNIX システム

用のパブリック バージョンやその派生ソフトウェアも入手できます。このソフトウェアによって、ホ

スト システムも時刻が同期化されます。

NTP の設定

ここでは、次の設定について説明します。

• 「NTP のデフォルト設定」（P.4-4）

• 「NTP 認証の設定」（P.4-4）

 F

 A

10
13

49

 B

 E

 C  D
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• 「NTP アソシエーションの設定」（P.4-6）

• 「NTP ブロードキャスト サービスの設定」（P.4-7）

• 「NTP アクセス制限の設定」（P.4-8）

• 「NTP パケット用の送信元 IP アドレスの設定」（P.4-10）

• 「NTP 設定の表示」（P.4-11）

NTP のデフォルト設定

表 4-1 に、NTP のデフォルト設定を示します。

NTP は、すべてのインターフェイスでデフォルトでイネーブルに設定されています。すべてのイン

ターフェイスは、NTP パケットを受信します。

NTP 認証の設定

この手順は、NTP サーバの管理者と協調する必要があります。この手順で設定する情報は、時刻を 
NTP サーバと同期化するためにスイッチが使用するサーバに対応している必要があります。

セキュリティ目的で他のデバイスとのアソシエーション（正確な時刻の維持を行うための NTP を実行

するデバイス間の通信）を認証するには、次の作業を行います。

表 4-1 NTP のデフォルト設定

機能 デフォルト設定

NTP 認証 ディセーブル。認証キーは指定されていません。

NTP ピアまたはサーバ アソシエー

ション

未設定。

NTP ブロードキャスト サービス ディセーブル。どのインターフェイスも NTP ブロードキャスト 
パケットを送受信しません。

NTP アクセス制限 アクセス コントロールは指定されていません。

NTP パケット送信元 IP アドレス 送信元アドレスは、発信インターフェイスによって設定されま

す。

コマンド 目的

ステップ 1 configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 ntp authenticate デフォルトではディセーブルに設定されている NTP 認証機能をイ

ネーブルにします。
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NTP 認証をディセーブルにするには、no ntp authenticate グローバル コンフィギュレーション コマン

ドを使用します。認証キーを削除するには、no ntp authentication-key number グローバル コンフィ

ギュレーション コマンドを使用します。デバイス ID の認証をディセーブルにするには、no ntp 
trusted-key key-number グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

次に、NTP パケットに認証キー 42 を設定しているデバイスとだけ同期するようにスイッチを設定する

例を示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# ntp authenticate
Switch(config)# ntp authentication-key 42 md5 aNiceKey
Switch(config)# ntp trusted-key 42
Switch(config)# end
Switch#

ステップ 3 ntp authentication-key number md5 value 認証キーを定義します。デフォルトでは何も定義されていません。

• number には、キーの番号を指定します。指定できる範囲は 1 
～ 4294967295 です。

• md5 は、Message Digest Algorithm 5（MD5）を使用して

メッセージ認証サポートが行われるように指定します。

• value には、キーに対する 8 文字までの任意のストリングを入

力します。

スイッチとデバイスの双方がいずれかの認証キーを持ち、ntp 
trusted-key key-number コマンドによってキー番号が指定されて

いない限り、スイッチはデバイスと同期化しません。

ステップ 4 ntp trusted-key key-number 1 つまたは複数のキー番号（ステップ 3 で定義したもの）を指定し

ます。ピア NTP デバイスは、このスイッチと同期化するため、こ

のスイッチへの NTP パケット内にこのキー番号を設定しなければ

なりません。

デフォルト設定では、信頼されるキーは定義されていません。

key-number には、ステップ 3 で定義したキーを指定します。

このコマンドは、スイッチが、信頼されていないデバイスと誤っ

て同期化することを防ぎます。

ステップ 5 end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 show running-config 入力を確認します。

ステップ 7 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 目的
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NTP アソシエーションの設定

NTP アソシエーションは、ピア アソシエーション（スイッチを他のデバイスに同期化するか、スイッ

チに対して他のデバイスを同期化させるかのどちらかが可能）に設定することも、サーバ アソシエー

ション（スイッチを他のデバイスに同期化させるのみで、その逆はできない）に設定することもできま

す。

別のデバイスとの NTP アソシエーションを形成するには、次の作業を行います。

アソシエーションの一端しか設定する必要がありません。もう一方のデバイスには自動的にアソシエー

ションが設定されます。デフォルトの NTP バージョン（バージョン 3）を使用し、NTP 同期化が実行

されない場合は、NTP バージョン 2 を使用してみてください。インターネット上の多くの NTP サーバ

がバージョン 2 で稼働しています。

ピアまたはサーバ アソシエーションを削除するには、no ntp peer ip-address または no ntp server 
ip-address グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

次に、NTP バージョン 2 を使用して、IP アドレス 172.16.22.44 のピアのクロックにシステム クロック

を同期化するようにスイッチを設定する例を示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# ntp server 172.16.22.44 version 2

コマンド 目的

ステップ 1 configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 ntp peer ip-address [version number] 
[key keyid] [source interface] 
[prefer]
or 
ntp server ip-address [version 
number] [key keyid] [source 
interface] [prefer]

スイッチのシステム クロックをピアに同期化するか、ピアによって同期

化する（ピア アソシエーション）ように設定します。

または

スイッチのシステム クロックをタイム サーバによって同期化する（サー

バ アソシエーション）ように設定します。

ピアまたはサーバ アソシエーションはデフォルトでは定義されていませ

ん。

• ピア アソシエーションの ip-address には、クロックの同期化を行

う、または同期化の対象となるピアの IP アドレスを指定します。

サーバ アソシエーションでは、クロックの同期化を行うタイム サー

バの IP アドレスを指定します。

• （任意）number には、NTP のバージョン番号を指定します。指定で

きる範囲は 1 ～ 3 です。デフォルトでは、バージョン 3 が選択され

ます。

• （任意）keyid には、ntp authentication-key グローバル コンフィ

ギュレーション コマンドで定義された認証キーを入力します。

• （任意）interface には、IP の送信元アドレスを取得するインター

フェイスを指定します。デフォルトでは、送信元 IP アドレスは発信

インターフェイスから取得します。

• （任意）prefer キーワードを指定すると、このピアまたはサーバが同

期化を行う優先ピアまたはサーバになります。このキーワードは、

ピアとサーバ間の切り替えを減らします。

ステップ 3 end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show running-config 入力を確認します。

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



 

4-7
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-25340-01-J

第 4 章      スイッチの管理

システム日時の管理

Switch(config)# end
Switch#

NTP ブロードキャスト サービスの設定

NTP が稼働するデバイス間の通信（アソシエーション）は、通常静的に設定されます。各デバイスに

は、アソシエーションを作成すべきすべてのデバイスの IP アドレスが与えられます。アソシエーショ

ンのペアとなるデバイス間で NTP メッセージを交換することによって、正確な時刻の維持が可能にな

ります。ただし、LAN 環境では、代わりに IP ブロードキャスト メッセージを使用するように NTP を
設定できます。各デバイスを、ブロードキャスト メッセージを送受信するように設定すればよいので、

この代替手段によって設定の複雑さが緩和されます。ただし、この場合は、情報の流れは一方向に限ら

れます。

ルータのようにネットワーク上で時刻情報をブロードキャストする NTP ブロードキャスト サーバがあ

る場合、スイッチはインターフェイスごとに NTP ブロードキャスト パケットを送受信できます。ス

イッチは NTP ブロードキャスト パケットをピアへ送信できるので、ピアはそのスイッチに同期化でき

ます。スイッチは、NTP ブロードキャスト パケットを受信して自身のクロックを同期化することもで

きます。ここでは、NTP ブロードキャスト パケットの送信と受信の両方の手順について説明します。

NTP ブロードキャスト パケットをピアに送信して、ピアが自身のクロックをスイッチに同期化するよ

う、スイッチを設定するには、次の作業を行います。

インターフェイスによる NTP ブロードキャスト パケットの送信をディセーブルにするには、no ntp 
broadcast インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。

次に、ポートが NTP バージョン 2 パケットを送信するように設定する例を示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# interface gigabitethernet0/1
Switch(config-if)# ntp broadcast version 2
Switch(config-if)# end

コマンド 目的

ステップ 1 configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 interface interface-id NTP ブロードキャスト パケットを送信するインターフェイスを指定

し、インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始しま

す。

ステップ 3 ntp broadcast [version number] [key 
keyid] [destination-address]

NTP ブロードキャスト パケットをピアに送信するインターフェイス

をイネーブルにします。

デフォルトでは、この機能はすべてのインターフェイスでディセー

ブルです。

• （任意）number には、NTP のバージョン番号を指定します。指

定できる範囲は 1 ～ 3 です。バージョンを指定しない場合は、

バージョン 3 が使用されます。

• （任意）keyid には、ピアにパケットを送信するときに使用する

認証キーを指定します。

• （任意）destination-address には、スイッチにクロックを同期化

しているピアの IP アドレスを指定します。

ステップ 4 end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show running-config 入力を確認します。

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

接続したピアから NTP ブロードキャスト パケットを受信するようにスイッチを設定するには、次の作

業を行います。

インターフェイスによる NTP ブロードキャスト パケットの受信をディセーブルにするには、no ntp 
broadcast client インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。ラウンドトリッ

プ遅延の予測値をデフォルト設定に変更するには、 no ntp broadcastdelay グローバル コンフィギュ

レーション コマンドを使用します。

次に、ポートが NTP ブロードキャスト パケットを受信するように設定する例を示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# interface gigabitethernet0/1
Switch(config-if)# ntp broadcast client
Switch(config-if)# end
Switch#

NTP アクセス制限の設定

以降で説明するように、2 つのレベルで NTP アクセスを制御できます。

• 「アクセス グループの作成と基本 IP アクセス リストの割り当て」（P.4-9）

• 「特定のインターフェイスでの NTP サービスのディセーブル化」（P.4-10）

コマンド 目的

ステップ 1 configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 interface interface-id NTP ブロードキャスト パケットを受信するインターフェイスを指定し、

インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 3 ntp broadcast client インターフェイスが NTP ブロードキャスト パケットを受信できるよう

にします。

デフォルトでは、インターフェイスは NTP ブロードキャスト パケット

を受信しません。

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

ステップ 5 ntp broadcastdelay microseconds （任意）スイッチと NTP ブロードキャスト サーバ間の予測されるラウン

ドトリップ遅延を変更します。

デフォルトは 3000 マイクロ秒です。指定できる範囲は 1 ～ 999999 で
す。

ステップ 6 end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 7 show running-config 入力を確認します。

ステップ 8 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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アクセス グループの作成と基本 IP アクセス リストの割り当て

アクセス リストを使用して NTP サービスへのアクセスを制御するには、次の作業を行います。

アクセス グループのキーワードは、 小の制限から 大の制限に、次の順序でスキャンされます。

1. peer：時刻要求と NTP 制御クエリーを許可し、さらに、スイッチがアクセス リストの基準を満た

すアドレスを持つデバイスと同期化することを許可します。

2. serve：時刻要求と NTP 制御クエリーを許可しますが、スイッチがアクセス リストの基準を満た

すアドレスを持つデバイスと同期化することを許可しません。

3. serve-only：アクセス リストの基準を満たすアドレスを持つデバイスからの時刻要求に限り許可し

ます。

4. query-only：アクセス リストの基準を満たすアドレスを持つデバイスからの NTP 制御クエリーに

限り許可します。

コマンド 目的

ステップ 1 configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 ntp access-group {query-only | 
serve-only | serve | peer} 
access-list-number

アクセス グループを作成し、基本 IP アクセス リストを適用します。

キーワードの意味は次のとおりです。

• query-only：NTP 制御クエリーに限り許可します。

• serve-only：時刻要求に限り許可します。

• serve：時刻要求と NTP 制御クエリーは許可しますが、スイッチが

リモートデバイスと同期化することは許可しません。

• peer：時刻要求と NTP 制御クエリーを許可し、スイッチがリモー

トデバイスと同期化することを許可します。

access-list-number には、1 ～ 99 の範囲で標準の IP アクセス リスト番

号を入力します。

ステップ 3 access-list access-list-number 
permit source [source-wildcard] 

アクセス リストを作成します。

• access-list-number には、ステップ 2 で指定した番号を入力します。

• permit キーワードを入力すると、条件が一致した場合にアクセスを

許可します。

• source には、スイッチへのアクセスが許可されたデバイスの IP ア
ドレスを入力します。

• （任意）source-wildcard には、送信元に適用するワイルドカード 
ビットを入力します。

（注） アクセス リストを作成するときは、アクセス リストの末尾に暗

黙の拒否ステートメントがデフォルトで存在し、それ以前のス

テートメントで一致が見つからなかったすべてのパケットに適

用されることに注意してください。

ステップ 4 end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show running-config 入力を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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複数のアクセス タイプについて送信元 IP アドレスがアクセス リストに一致する場合は、 初のタイプ

が認可されます。アクセス グループが指定されなかった場合は、すべてのアクセス タイプがすべての

デバイスに認可されます。いずれかのアクセス グループが指定されている場合は、指定されたアクセ

ス タイプに限り認可されます。

スイッチ NTP サービスに対するアクセス コントロールを削除するには、 
no ntp access-group {query-only | serve-only | serve | peer} グローバル コンフィギュレーション コ
マンドを使用します。

次に、スイッチがアクセス リスト 99 からのピアに同期化できるように設定する例を示します。ただ

し、スイッチはアクセス リスト 42 に対してはアクセスを制限し、時刻要求に限り許可します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# ntp access-group peer 99
Switch(config)# ntp access-group serve-only 42
Switch(config)# access-list 99 permit 172.20.130.5
Switch(config)# access list 42 permit 172.20.130.6
Switch(config)# end
Switch#

特定のインターフェイスでの NTP サービスのディセーブル化 

NTP サービスは、すべてのインターフェイス上でデフォルトでイネーブルに設定されています。

インターフェイスで NTP パケットの受信をディセーブルにするには、次の作業を行います。

NTP パケット用の送信元 IP アドレスの設定

スイッチが NTP パケットを送信すると、送信元 IP アドレスは、通常 NTP パケットが送信されたイン

ターフェイスのアドレスに設定されます。すべての NTP パケットに特定の送信元 IP アドレスを使用す

るには、ntp source グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。アドレスは指定され

たインターフェイスから取得します。インターフェイス上のアドレスを返信パケット用の宛先として使

用できない場合に、このコマンドは便利です。

コマンド 目的

ステップ 1 configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 interface interface-id インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始し、ディセーブ

ルにするインターフェイスを指定します。

ステップ 3 ntp disable インターフェイスで NTP パケットの受信をディセーブルにします。

デフォルトでは、すべてのインターフェイスは NTP パケットを受信しま

す。

インターフェイスで NTP パケットの受信を再度イネーブルにするには、 
no ntp disable インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使

用します。

ステップ 4 end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show running-config 入力を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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送信元 IP アドレスを取得する特定のインターフェイスを設定するには、次の作業を行います。

指定されたインターフェイスは、すべての宛先に送信されるすべてのパケットの送信元アドレスに使用

されます。送信元アドレスを特定のアソシエーションに使用する場合は、「NTP アソシエーションの設

定」（P.4-6） に説明したように、ntp peer または ntp server グローバル コンフィギュレーション コマン

ド内で source キーワードを使用します。

NTP 設定の表示

NTP 情報を表示するには、次の特権 EXEC コマンドを使用します。

• show ntp associations [detail]

• show ntp status

この出力に表示されるフィールドの詳細については、 
『Cisco IOS Configuration Fundamentals Command Reference, Release 12.3』を参照してください。

手動での日時の設定

他のタイム ソースが使用できない場合は、システムの再起動後、手動で日時を設定できます。時刻は、

次にシステムを再起動するまで正確です。手動設定は 後の手段としてのみ使用することを推奨しま

す。スイッチを同期化できる外部ソースがある場合は、手動でシステム クロックを設定する必要はあ

りません。

ここでは、次の設定について説明します。

• 「システム クロックの設定」（P.4-11）

• 「日時設定の表示」（P.4-12）

• 「タイム ゾーンの設定」（P.4-12）

• 「夏時間の設定」（P.4-13）

システム クロックの設定

ネットワーク上に、NTP サーバなどの時刻サービスを提供する外部ソースがある場合、手動でシステ

ム クロックを設定する必要はありません。

コマンド 目的

ステップ 1 configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 ntp source type number IP 送信元アドレスを取得するインターフェイスのタイプおよび番号を指

定します。

デフォルトでは、送信元アドレスは、発信インターフェイスから設定さ

れます。

ステップ 3 end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show running-config 入力を確認します。

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



 

4-12
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-25340-01-J

第 4 章      スイッチの管理

システム日時の管理

システム クロックを設定するには、次の作業を行います。

次に、システム クロックを手動で  2001 年の 7 月 23 日午後 1 時 32 分に設定する例を示します。

Switch# clock set 13:32:00 23 July 2001

日時設定の表示

日時の設定を表示するには、show clock [detail] 特権 EXEC コマンドを使用します。

システム クロックは、信頼性がある（正確であると信じられる）かどうかを示す authoritative フラグ

を維持します。システム クロックがタイミング ソースによって設定された場合は、フラグを設定しま

す。時刻が信頼性のないものである場合は、表示目的でのみ使用されます。クロックの信頼性がない間

は、authoritative フラグが設定され、ピアの時刻が無効でもそのフラグによってピアがクロックと同期

しないようにされます。

show clock の表示の前にある記号は、次の意味があります。

• *：時刻は信頼できません。

• （空白）：時刻は信頼できます。

• .：時刻は信頼できますが、NTP は同期していません。

タイム ゾーンの設定 

手動で時間帯を設定するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 clock set hh:mm:ss day month year
or 
clock set hh:mm:ss month day year

次のいずれかの形式で、手動でシステム クロックを設定します。

• hh:mm:ss には、時刻を時間（24 時間形式）、分、秒で指定します。

指定された時刻は、設定されたタイム ゾーンに基づきます。

• day には、当月の日付で日を指定します。

• month には、月を名前で指定します。

• year には、年を指定します（常に 4 桁で指定）。

コマンド 目的

ステップ 1 configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 clock timezone zone hours-offset 
[minutes-offset]

時間帯を設定します。

時刻を UTC に設定するには、no clock timezone グローバル コンフィ

ギュレーション コマンドを使用します。

スイッチは内部時刻を UTC で管理するので、このコマンドは表示目的

の場合および手動で時刻を設定した場合に限って使用します。

• zone には、標準時間が施行されているときに表示されるタイムゾー

ンの名前を入力します。デフォルトの設定は UTC です。

• hours-offset には、UTC からの時差を入力します。

• （任意）minutes-offset には、UTC からの分差を入力します。

ステップ 3 end 特権 EXEC モードに戻ります。
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clock timezone グローバル コンフィギュレーション コマンドの minutes-offset 変数は、現地のタイム 
ゾーンと UTC との時差が分単位である場合に使用できます。たとえば、カナダ大西洋沿岸のある区域

のタイム ゾーン（大西洋標準時（AST））は UTC-3.5 です。この場合、3 は 3 時間、.5 は 50% を意味

します。必要なコマンドは、clock timezone AST -3 30 です。

夏時間の設定

毎年特定の日に夏時間が開始および終了する地域に夏時間を設定するには、次の作業を行います。

clock summer-time グローバル コンフィギュレーション コマンドの 初の部分では夏時間の開始時期

を、2 番めの部分では終了時期を指定します。すべての時刻は、現地のタイム ゾーンを基準にしていま

す。開始時間は標準時を基準にしています。終了時間は夏時間を基準にしています。開始月が終了月よ

り後の場合は、システムでは南半球にいると見なされます。

次に、夏時間が 4 月の第一日曜の 2 時に始まり、10 月の 終日曜の 2 時に終わるように指定する例を

示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# clock summer-time PDT recurring 1 Sunday April 2:00 last Sunday October 
2:00
Switch(config)# end
Switch#

ステップ 4 show running-config 入力を確認します。

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

コマンド 目的

コマンド 目的

ステップ 1 configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 clock summer-time zone recurring 
[week day month hh:mm week day 
month hh:mm [offset]]

毎年指定された日に開始および終了する夏時間を設定します。

夏時間はデフォルトでディセーブルに設定されています。パラメータな

しで clock summer-time zone recurring を指定すると、夏時間のルール

は米国のルールをデフォルトにします。

• zone には、夏時間が施行されているときに表示されるタイム ゾーン

の名前（たとえば PDT）を入力します。

• （任意）week には、月の何週目かを指定します（1 ～ 5、または 
last）。

• （任意）day には、曜日を指定します（Sunday、Monday など）。

• （任意）month には、月を指定します（January、February など）。

• （任意）hh:mm には、時刻を時間（24 時間形式）と分で指定します。

• （任意）offset には、夏時間の間、追加する分の数を指定します。デ

フォルトは 60 です。

ステップ 3 end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show running-config 入力を確認します。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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ユーザの居住地域の夏時間が定期的なパターンに従わない（次の夏時間の正確な日時を設定する）場合

は、次の作業を行います。

clock summer-time グローバル コンフィギュレーション コマンドの 初の部分では夏時間の開始時期

を、2 番めの部分では終了時期を指定します。すべての時刻は、現地のタイム ゾーンを基準にしていま

す。開始時間は標準時を基準にしています。終了時間は夏時間を基準にしています。開始月が終了月よ

り後の場合は、システムでは南半球にいると見なされます。

夏時間をディセーブルにするには、no clock summer-time グローバル コンフィギュレーション コマン

ドを使用します。

次に、夏時間が 2000 年 10 月 12 日の 02:00 に始まり、2001 年 4 月 26 日の 02:00 に終わるように設

定する例を示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# clock summer-time pdt date 12 October 2000 2:00 26 April 2001 2:00
Switch#

システム名およびプロンプトの設定
スイッチにシステム名を設定して特定します。デフォルトでは、システム名およびプロンプトは 
Switch です。 

システム プロンプトを設定していない場合は、システム名の 初の 20 文字をシステム プロンプトとし

て使用します。大なり記号（>）が付加されます。システム名が変更されると、プロンプトは更新され

ます。

コマンド 目的

ステップ 1 configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 clock summer-time zone date [month 
date year hh:mm month date year 
hh:mm [offset]]
or
clock summer-time zone date [date 
month year hh:mm date month year 
hh:mm [offset]]

初の日付で夏時間開始の日付を、2 番めの日付で終了の日付を設定し

ます。

夏時間をディセーブルにするには、no clock summer-time グローバル 
コンフィギュレーション コマンドを使用します。

夏時間はデフォルトでディセーブルに設定されています。

• zone には、夏時間が施行されているときに表示されるタイム ゾーン

の名前（たとえば PDT）を入力します。

• （任意）week には、月の何週目かを指定します（1 ～ 5、または 
last）。

• （任意）day には、曜日を指定します（Sunday、Monday など）。

• （任意）month には、月を指定します（January、February など）。

• （任意）hh:mm には、時刻を時間（24 時間形式）と分で指定します。

• （任意）offset には、夏時間の間、追加する分の数を指定します。デ

フォルトは 60 です。

ステップ 3 end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show running-config 入力を確認します。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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ここで使用するコマンドの構文および使用方法の詳細については、『Cisco IOS Configuration 
Fundamentals Command Reference, Release 12.3』および『Cisco IOS IP Command Reference, Volume 
2 of 3: Routing Protocols, Release 12.3』を参照してください。

ここでは、次の設定について説明します。

• 「システム名の設定」（P.4-15）

• 「DNS の概要」（P.4-15）

システム名の設定

手動でシステム名を設定するには、次の作業を行います。

システム名を設定すると、システム プロンプトとしても使用されます。

DNS の概要

Domain Name System（DNS; ドメイン ネーム システム）プロトコルは、分散型データベース DNS を
制御し、これによりホスト名を IP アドレスにマッピングできます。スイッチ上に DNS を設定すると、

ping、telnet、connect などのすべての IP コマンドや、関連する Telnet サポート操作時に、IP アドレ

スの代わりにホスト名を使用できます。

IP によって定義される階層型の命名方式では、デバイスを場所またはドメインで特定できます。ドメ

イン名は、ピリオド（.）を区切り文字として使用して構成されています。たとえば、シスコは、IP で 
com というドメイン名に分類される商業組織なので、ドメイン名は cisco.com となります。このドメイ

ン内の特定のデバイス、たとえば FTP（ファイル転送プロトコル）システムは、ftp.cisco.com で表さ

れます。

IP ではドメイン名をトラッキングするために、ドメイン ネーム サーバという概念が定義されていま

す。ドメイン ネーム サーバの役割は、名前から IP アドレスへのマッピングをキャッシュ（またはデー

タベース）に保存することです。ドメイン名を IP アドレスにマッピングするには、まず、ホスト名を

明示し、ネットワーク上に存在するネーム サーバを指定し、DNS をイネーブルにします。

コマンド 目的

ステップ 1 configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 hostname name 手動でシステム名を設定します。

デフォルト設定は switch です。

名前は ARPANET ホスト名のルールに従う必要があります。このルール

ではホスト名は文字で始まり、文字または数字で終わり、その間には文

字、数字、またはハイフンしか使用できません。名前には 63 文字まで使

用できます。

デフォルトのホスト名に戻すには、no hostname グローバル コンフィギュ

レーション コマンドを使用します。

ステップ 3 end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show running-config 入力を確認します。

ステップ 5 copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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ここでは、次の設定について説明します。

• 「DNS のデフォルト設定」（P.4-16）

• 「DNS の設定」（P.4-16）

• 「DNS の設定の表示」（P.4-17）

DNS のデフォルト設定

表 4-2 に、DNS のデフォルト設定を示します。

DNS の設定

DNS を使用するようにスイッチを設定するには、次の作業を行います。

表 4-2 DNS のデフォルト設定

機能 デフォルト設定

DNS イネーブル ステート イネーブル。

DNS デフォルト ドメイン名 未設定。

DNS サーバ ネーム サーバのアドレスが未設定。

コマンド 目的

ステップ 1 configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 ip domain-name name 非完全修飾ホスト名（ドット付き 10 進表記ドメイン名のない名前）を完成さ

せるためにソフトウェアが使用する、デフォルトのドメイン名を定義します。

ドメイン名を削除するには、no ip domain-name name グローバル コンフィ

ギュレーション コマンドを使用します。

ドメイン名を未修飾の名前から区切るために使用される 初のピリオドは入れ

ないでください。

起動時にはドメイン名は設定されていませんが、BOOTP または Dynamic 
Host Configuration Protocol（DHCP）サーバからスイッチ コンフィギュレー

ションを取得している場合は、BOOTP または DHCP サーバによってデフォル

トのドメイン名が設定されることがあります（サーバにこの情報が設定されて

いる場合）。

ステップ 3 ip name-server 
server-address1 
[server-address2 ... 
server-address6]

名前とアドレスの解決に使用する 1 つまたは複数のネーム サーバのアドレス

を指定します。

ネームサーバのアドレスを削除するには、no ip name-server server-address 
グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

大 6 つのネーム サーバを指定できます。各サーバ アドレスはスペースで区

切ります。 初に指定されたサーバが、プライマリ サーバです。スイッチは、

初にプライマリ サーバに DNS クエリーを送信します。そのクエリーが失敗

した場合は、バックアップ サーバにクエリーが送信されます。
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スイッチの IP アドレスをそのホスト名として使用する場合は、IP アドレスが使用され、DNS クエリー

は発生しません。ピリオド（.）なしでホスト名を設定すると、ピリオドと、それに続くデフォルトの

ドメイン名がホスト名に追加され、その後で DNS クエリーが行われ、名前を IP アドレスにマッピング

します。デフォルトのドメイン名は、ip domain-name グローバル コンフィギュレーション コマンド

によって設定される値です。ホスト名にピリオド（.）がある場合は、Cisco IOS ソフトウェアは、ホス

ト名にデフォルトのドメイン名を追加せずに IP アドレスを検索します。

DNS の設定の表示

DNS 設定情報を表示するには、show running-config 特権 EXEC コマンドを使用します。

バナーの作成
Message-of-The-Day（MoTD）バナーおよびログイン バナーを作成できます。MoTD バナーはログイ

ン時に接続しているすべての端末で表示され、すべてのネットワーク ユーザに影響のあるメッセージ

（システムのシャットダウン予告など）を送信するのに便利です。

ログイン バナーも、接続しているすべての端末で表示されます。表示されるのは、MoTD バナーの後

で、ログイン プロンプトが表示される前です。

（注） ここで使用するコマンドの構文および使用方法の詳細については、『Cisco IOS Configuration 
Fundamentals Command Reference, Release 12.3』を参照してください。

次の設定情報が含まれます。

• 「バナーのデフォルト設定」（P.4-17）

• 「MoTD ログイン バナーの設定」（P.4-18）

• 「ログイン バナーの設定」（P.4-20）

バナーのデフォルト設定

MoTD およびログイン バナーは設定されません。

ステップ 4 ip domain-lookup （任意）スイッチで、DNS ベースのホスト名のアドレスへの変換をイネーブル

にします。この機能は、デフォルトでイネーブルにされています。

スイッチ上の DNS をディセーブルにするには、no ip domain-lookup グロー

バル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

ユーザのネットワークデバイスが、名前の割り当てを制御できないネットワー

ク内のデバイスと接続する必要がある場合、グローバルなインターネットの

ネーミング方式（DNS）を使用して、ユーザのデバイスを一意に識別するデバ

イス名を動的に割り当てることができます。

ステップ 5 end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 show running-config 入力を確認します。

ステップ 7 copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 目的
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バナーの作成

MoTD ログイン バナーの設定

ユーザがスイッチにログインしたときに、画面に表示される 1 行または複数行のメッセージバナーを作

成できます。

MoTD ログイン バナーを設定するには、次の作業を行います。

次に、ポンド記号（#）を開始および終了の区切り文字として使用し、スイッチの MoTD バナーを設定

する例を示します。

Switch(config)# banner motd #

コマンド 目的

ステップ 1 configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 banner motd c message c MoTD を指定します。

MoTD バナーを削除するには、no banner motd グローバル コンフィ

ギュレーション コマンドを使用します。

c には、任意の区切り文字、たとえばポンド記号（#）を入力して、

Return キーを押します。区切り文字はバナー テキストの始まりと終わ

りを表します。終わりの区切り文字の後ろの文字は廃棄されます。

（注） Supervisor Engine 7-E および Supervisor Engine 7L-E で、区切

り文字として「#」記号を使用してバナーを設定する場合は、

初めに no shell processing コマンドでシェル処理をオフにする

必要があります。そうしなければ、バナーの設定を終了できま

せん。

### With shell processing enabled ###

Sup7# conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with 
CNTL/Z.
Sup7(config)# ban
Sup7(config)# banner lo
Sup7(config)# banner login #
Enter TEXT message.  End with the character '#'
test login banner
#
##
e#
Sup7(config)#

### With shell processing disabled ###

Sup7(config)# banner login #
Enter TEXT message.  End with the character '#'
test login banner
#
Sup7(config)#

message には、255 文字までのバナー メッセージを入力します。メッ

セージ内には区切り文字を使用できません。

ステップ 3 end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show running-config 入力を確認します。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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it is a secure site. Only authorized users are allowed.
For access, contact technical support.
#
Switch(config)#

次に、前の設定により表示されたバナーの例を示します。

Unix> telnet 172.2.5.4
Trying 172.2.5.4...
Connected to 172.2.5.4.
Escape character is '^]'.

it is a secure site. Only authorized users are allowed.
For access, contact technical support.

User Access Verification

Password:
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バナーの作成

ログイン バナーの設定

接続されたすべての端末でログイン バナーが表示されるように設定できます。バナーが表示されるの

は、MoTD バナーの後で、ログイン プロンプトが表示される前です。

ログイン バナーを設定するには、次の作業を行います。

次に、ドル記号（$）を開始および終了の区切り文字として使用し、スイッチのログイン バナーを設定

する例を示します。

Switch# configuration terminal

コマンド 目的

ステップ 1 configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 banner login c message c ログイン メッセージを指定します。

ログイン バナーを削除するには、no banner login グローバル コンフィ

ギュレーション コマンドを使用します。

c には、任意の区切り文字、たとえばポンド記号（#）を入力して、Return 
キーを押します。区切り文字はバナー テキストの始まりと終わりを表しま

す。終わりの区切り文字の後ろの文字は廃棄されます。

（注） Supervisor Engine 7-E および Supervisor Engine 7L-E で、区切り

文字として「#」記号を使用してバナーを設定する場合は、初めに 
no shell processing コマンドでシェル処理をオフにする必要があり

ます。そうしなければ、バナーの設定を終了できません。

### With shell processing enabled ###

Sup7# conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with 
CNTL/Z.
Sup7(config)# ban
Sup7(config)# banner lo
Sup7(config)# banner login #
Enter TEXT message.  End with the character '#'
test login banner
#
##
e#
Sup7(config)#

### With shell processing disabled ###

Sup7(config)# banner login #
Enter TEXT message.  End with the character '#'
test login banner
#
Sup7(config)#

message には、255 文字までのログイン メッセージを入力します。メッ

セージ内には区切り文字を使用できません。

ステップ 3 end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show running-config 入力を確認します。

ステップ 5 copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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MAC アドレス テーブルの管理

Switch(config)# banner login $
Access for authorized users only. Please enter your username and password.
$
Switch(config)# end
Switch#

MAC アドレス テーブルの管理
MAC アドレス テーブルには、スイッチがポート間のトラフィック転送に使用するアドレス情報が含ま

れています。このアドレス テーブルに登録されたすべての MAC アドレスは、1 つまたは複数のポート

に対応しています。アドレス テーブルに含まれるアドレス タイプには、次のものがあります。

• ダイナミック アドレス：スイッチが学習し、使用されなくなった時点で期限切れとなる送信元 
MAC アドレス

• スタティック アドレス：手動で入力され、期限切れにならず、スイッチのリセット時にも消去さ

れないユニキャスト アドレス

アドレス テーブルは、宛先 MAC アドレス、対応する VLAN ID、アドレスに対応付けられたポート番

号、およびタイプ（スタティックまたはダイナミック）のリストです。

（注） ここで使用するコマンドの構文および使用方法の詳細については、このリリースに対応するコマンド 
リファレンスを参照してください。

ここでは、次の設定について説明します。

• 「アドレス テーブルの作成」（P.4-21）

• 「MAC アドレスおよび VLAN」（P.4-22）

• 「MAC アドレス テーブルのデフォルト設定」（P.4-23）

• 「アドレス エージング タイムの変更」（P.4-23）

• 「ダイナミック アドレス エントリの削除」（P.4-24）

• 「MAC 変更通知トラップの設定」（P.4-24）

• 「MAC 移動通知トラップの設定」（P.4-27）

• 「MAC しきい値通知トラップの設定」（P.4-28）

• 「スタティック アドレス エントリの追加および削除」（P.4-30）

• 「ユニキャスト MAC アドレス フィルタリングの設定」（P.4-31）

• 「VLAN の MAC アドレス ラーニングのディセーブル化」（P.4-32）

• 「アドレス テーブル エントリの表示」（P.4-38）

アドレス テーブルの作成

すべてのポートでサポートされる複数の MAC アドレスによって、スイッチの任意のポートを各ワーク

ステーション、リピータ、スイッチ、ルータ、あるいはその他のネットワークデバイスに接続できま

す。各ポートで受信するパケットの送信元アドレスを取得し、アドレス テーブルにアドレスとその対

応するポート番号を追加することによって、スイッチは動的なアドレス指定を行います。ネットワーク

でステーションの増設または取り外しが行われると、スイッチはアドレス テーブルを更新し、新しい

ダイナミック アドレスを追加し、使用されていないアドレスは期限切れにします。
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エージング間隔はグローバルに設定されます。ただし、スイッチは VLAN ごとにアドレス テーブルを

維持し、STP（スパニングツリー プロトコル）によって VLAN 単位で有効期間を短縮できます。

スイッチは、受信したパケットの宛先アドレスに基づいて、任意の組み合わせのポート間でパケットを

送信します。MAC アドレス テーブルを使用することによって、スイッチは、宛先アドレスに対応付け

られたポート（複数可）に限定してパケットを転送します。宛先アドレスがパケットを送信したポート

上にある場合は、パケットはフィルタリング処理され、転送されません。スイッチは、常にストア ア
ンド フォワード方式を使用します。このため、完全なパケットをいったん保存してエラーがないか検

査してから伝送します。

MAC アドレスおよび VLAN
アドレスはすべて、VLAN と対応付けられます。1 つのアドレスを複数の VLAN に対応付け、それぞ

れで異なる宛先を設定できます。たとえば、ユニキャスト アドレスを VLAN 1 のポート 1 および 
VLAN 5 のポート 9、10、1 に転送するといったことが可能です。

VLAN ごとに、独自の論理アドレス テーブルが維持されます。ある VLAN で認識されているアドレス

が別の VLAN で認識されるには、別の VLAN 内のポートによって学習されるか、または別の VLAN 
内のポートにスタティックに対応付けられる必要があります。
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PVLAN が設定されている場合、アドレス ラーニングは次のように MAC アドレスのタイプに左右され

ます。

• プライベート PVLAN の 1 つの VLAN で学習したダイナミック MAC アドレスは、関連 VLAN で
複製されます。たとえば、プライベート VLAN のセカンダリ VLAN で学習された MAC アドレス

はプライマリ VLAN に複製されます。

• プライマリまたはセカンダリ VLAN に設定されたスタティック MAC アドレスは関連 VLAN には

複製されません。PVLAN のプライマリまたはセカンダリ VLAN 内にスタティック MAC アドレ

スを設定した場合、同じスタティック MAC アドレスをすべての関連 VLAN に設定する必要があ

ります。

PVLAN の詳細については、第 42 章「プライベート VLAN の設定」を参照してください。

MAC アドレス テーブルのデフォルト設定

表 4-3 に、MAC アドレス テーブルのデフォルト設定を示します。

アドレス エージング タイムの変更

ダイナミック アドレスは、スイッチが学習し、使用されなくなると期限切れになる送信元 MAC アド

レスです。すべての VLAN または指定された VLAN に対して、エージング タイムの設定を変更でき

ます。

エージング タイムを短く設定しすぎると、アドレスが活用されないままテーブルから削除される可能

性があります。スイッチは宛先が不明のパケットを受信すると、受信ポートと同じ VLAN 内のすべて

のポートに、そのパケットをフラッディングさせます。この不必要なフラッディングによって、パ

フォーマンスに悪影響を及ぼす可能性があります。また、エージング タイムを長く設定しすぎると、

アドレス テーブルが未使用のアドレスでいっぱいになり、これによって新しいアドレスを学習できな

くなります。この結果フラッディングとなり、スイッチのパフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性があ

ります。

表 4-3 MAC アドレス テーブルのデフォルト設定

機能 デフォルト設定

エージング タイム 300 秒

ダイナミック アドレス 自動学習

スタティック アドレス 未設定
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ダイナミック アドレス テーブルのエージング タイムを設定するには、次の作業を行います。

ダイナミック アドレス エントリの削除

ダイナミック エントリをすべて削除するには、EXEC モードで clear mac address-table dynamic コマ

ンドを使用します。特定の MAC アドレス（clear mac address-table dynamic address mac-address）、
指定された物理ポートまたはポート チャネル上のすべてのアドレス 

（clear mac address-table dynamic interface interface-id）、または指定された VLAN 上のすべてのア

ドレス（clear mac address-table dynamic vlan vlan-id）の削除もできます。

ダイナミック エントリが削除されたことを確認するには、show mac address-table dynamic 特権 
EXEC コマンドを使用します。

MAC 変更通知トラップの設定

MAC 変更通知機能により、スイッチに MAC 変更アクティビティを保存することでネットワーク上の

ユーザを追跡できます。スイッチが MAC アドレスを学習または削除するたびに、SNMP 通知を生成

してネットワーク管理システムに送信させることができます。ネットワークに多数のユーザの出入りが

ある場合は、トラップ インターバル タイムを設定して通知トラップをまとめ、ネットワーク トラ

フィックを削減できます。MAC 通知履歴テーブルは、トラップがイネーブルに設定されたハードウェ

アのポートごとの MAC アドレス アクティビティを保存します。MAC アドレス通知は、ダイナミック

およびスタティックの MAC アドレスについて生成されます。自己アドレスまたはマルチキャスト ア
ドレスについては、イベントは生成されません。

コマンド 目的

ステップ 1 configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 mac address-table aging-time [0 | 
10-1000000] [vlan vlan-id]

ダイナミック エントリが使用または更新された後、MAC アドレス 
テーブル内に保持される時間を設定します。

デフォルト値に戻すには、no mac address-table aging-time グロー

バル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

指定できる範囲は 10 ～ 1000000 秒です。デフォルトは 300 です。

0 を入力して期限切れをディセーブルにすることもできます。スタ

ティック アドレスは、期限切れになることもテーブルから削除され

ることもありません。

vlan-id の有効範囲は、1 ～ 4094 です。

ステップ 3 end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show mac address-table aging-time 入力を確認します。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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NMS ホストに MAC 変更通知トラップを送信するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始

します。

ステップ 2 snmp-server host host-addr [traps | informs] {version 
{1|2c|3}} [auth | noauth | priv] community-string 
[udp-port port] [notification-type]

トラップ メッセージの受信側を指定します。

• host-addr には、NMS の名前または IP アドレ

スを指定します。

• SNMP トラップをホストに送信するには、

traps（デフォルト）を指定します。SNMP 情
報をホストに送信するには、informs を指定し

ます。

• サポートする SNMP バージョンを指定します。

informs にはバージョン 1（デフォルト）を使用

できません。

• community-string には、通知動作時に送信する

ストリングを指定します。snmp-server host コ
マンドを使用してこのストリングを設定できま

すが、このストリングを定義するには、

snmp-server community コマンドを使用し、

次に snmp-server host コマンドを使用するこ

とを推奨します。

• notification-type には、mac-notification キー

ワードを使用します。

ステップ 3 snmp-server enable traps mac-notification change スイッチによる MAC 変更トラップの NMS への送

信をイネーブルにします。

スイッチによる MAC 変更通知トラップの送信を

ディセーブルにするには、 
no snmp-server enable traps mac-notification 
change グローバル コンフィギュレーション コマン

ドを使用します。

ステップ 4 mac address-table notification change MAC アドレス変更通知機能をイネーブルにします。

ステップ 5 mac address-table notification change 
[interval value] | [history-size value]

トラップ インターバル タイムと履歴テーブルのサ

イズを入力します。

• （任意）interval value には、NMS に対して生

成される各トラップ セット間の通知トラップ イ
ンターバルを秒単位で指定します。指定できる

範囲は 0 ～ 2147483647 秒です。デフォルトは 
1 秒です。

• （任意）history-size value には、MAC 通知履

歴テーブルの 大エントリ数を指定します。指

定できる範囲は 0 ～ 500 です。デフォルトは 1 
です。

MAC 変更通知機能をディセーブルにするには、no 
mac address-table notification change グローバル 
コンフィギュレーション コマンドを使用します。
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次に、ネットワーク管理システムとして 172.69.59.93 を指定し、スイッチによるネットワーク管理シ

ステムへの MAC 変更通知トラップの送信をイネーブルにし、MAC 変更通知機能をイネーブルにし、

インターバル タイムを 60 秒、履歴サイズを 100 エントリに設定し、特定のポートで MAC アドレスが

追加された場合のトラップをイネーブルにする例を示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# snmp-server host 172.69.59.93 private mac-notification
Switch(config)# snmp-server enable traps mac-notification change
Switch(config)# mac address-table notification change
Switch(config)# mac address-table notification change interval 60
Switch(config)# mac address-table notification change history-size 100
Switch(config)# interface fastethernet0/2
Switch(config-if)# snmp trap mac-notification change added
Switch(config-if)# end
Switch# show mac address-table notification change interface
MAC Notification Feature is Enabled on the switch
MAC Notification Flags For All Ethernet Interfaces :
----------------------------------------------------
Interface            MAC Added Trap MAC Removed Trap
---------            -------------- ----------------
GigabitEthernet1/1   Enabled        Enabled         
GigabitEthernet1/2   Enabled        Enabled         
GigabitEthernet1/3   Enabled        Enabled         
GigabitEthernet1/4   Enabled        Enabled         
GigabitEthernet1/5   Enabled        Enabled         
GigabitEthernet1/6   Enabled        Enabled         
GigabitEthernet1/7   Enabled        Enabled         
GigabitEthernet1/8   Enabled        Enabled         
GigabitEthernet1/9   Enabled        Enabled         
GigabitEthernet1/10  Enabled        Enabled         
GigabitEthernet1/11  Enabled        Enabled         
GigabitEthernet1/12  Enabled        Enabled         

ステップ 6 interface interface-id インターフェイス コンフィギュレーション モード

を開始し、SNMP MAC 変更通知トラップをイネー

ブルにするインターフェイスを指定します。

ステップ 7 snmp trap mac-notification change {added | removed} MAC 変更通知トラップをイネーブルにします。

• added を指定すると、このインターフェイスに 
MAC アドレスが追加されるたびに MAC 変更

通知トラップが送信されます。

• removed を指定すると、このインターフェイス

から MAC アドレスが削除されるたびに MAC 
変更通知トラップが送信されます。

特定のインターフェイス上で MAC 変更通知トラッ

プをディセーブルにするには、no snmp trap 
mac-notification change {added | removed} イン

ターフェイス コンフィギュレーション コマンドを

使用します。

ステップ 8 end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 9 show mac address-table notification change interface
show running-config

入力を確認します。

ステップ 10 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を

保存します。

コマンド 目的
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Switch#

MAC 移動通知トラップの設定

MAC 移動通知を設定すると、MAC アドレスが同一 VLAN 内の特定のポートから別のポートに移動す

るたびに、SNMP 通知が生成され、ネットワーク管理システムに送信されます。

MAC 移動通知を設定するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始

します。

ステップ 2 snmp-server host host-addr [traps | informs] {version 
{1|2c|3}} [auth | noauth | priv] community-string 
[udp-port port] [notification-type]

トラップ メッセージの受信側を指定します。

• host-addr には、NMS の名前または IP アドレ

スを指定します。

• SNMP トラップをホストに送信するには、

traps（デフォルト）を指定します。SNMP 情
報をホストに送信するには、informs を指定し

ます。

• サポートする SNMP バージョンを指定します。

informs にはバージョン 1（デフォルト）を使用

できません。

• community-string には、通知動作時に送信する

ストリングを指定します。snmp-server host コ
マンドを使用してこのストリングを設定できま

すが、このストリングを定義するには、

snmp-server community コマンドを使用し、

次に snmp-server host コマンドを使用するこ

とを推奨します。

• notification-type には、mac-notification キー

ワードを使用します。

ステップ 3 snmp-server enable traps mac-notification move スイッチによる MAC 移動通知トラップの NMS へ
の送信をイネーブルにします。

スイッチによる MAC 通知トラップの送信をディ

セーブルにするには、 
no snmp-server enable traps mac-notification 
move グローバル コンフィギュレーション コマンド

を使用します。

ステップ 4 mac address-table notification mac-move MAC 移動通知機能をイネーブルにします。

この機能をディセーブルにするには、 
no mac-address-table notification mac-move グ
ローバル コンフィギュレーション コマンド使用し

ます。

ステップ 5 end 特権 EXEC モードに戻ります。
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次に、ネットワーク管理システムとして 172.69.59.93 を指定し、スイッチによる MAC 移動通知ト

ラップの NMS への送信をイネーブルにし、MAC 移動通知機能をイネーブルにし、MAC アドレスが

特定のポートから別のポートに移動する場合のトラップをイネーブルにする例を示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# snmp-server host 171.69.59.93 private mac-notification
Switch(config)# snmp-server enable traps mac-notification move
Switch(config)# mac address-table notification mac-move
Switch(config)# end
Switch# show mac address-table notification mac-move
MAC Move Notification: Enabled

MAC しきい値通知トラップの設定

MAC しきい値通知を設定すると、MAC Address Table（MAT）しきい値の制限値に達した時点または

制限値を超えた時点で、SNMP 通知が生成され、ネットワーク管理システムに送信されます。

MAC アドレスしきい値通知を設定するには、次の作業を行います。

ステップ 6 show mac address-table notification mac-move
show running-config

MAC 移動通知ステータスを表示します。

ステップ 7 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を

保存します。

コマンド 目的

コマンド 目的

ステップ 1 configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始

します。

ステップ 2 snmp-server host host-addr [traps|informs] {version 
{1|2c|3}} [auth | noauth | priv] community-string 
[udp-port port] [notification-type]

トラップ メッセージの受信側を指定します。

• host-addr には、NMS の名前または IP アドレ

スを指定します。

• SNMP トラップをホストに送信するには、

traps（デフォルト）を指定します。SNMP 情
報をホストに送信するには、informs を指定し

ます。

• サポートする SNMP バージョンを指定します。

informs にはバージョン 1（デフォルト）を使用

できません。

• community-string には、通知動作時に送信する

ストリングを指定します。snmp-server host コ
マンドを使用してこのストリングを設定できま

すが、このストリングを定義するには、

snmp-server community コマンドを使用し、

次に snmp-server host コマンドを使用するこ

とを推奨します。

• notification-type には、mac-notification キー

ワードを使用します。
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次に、ネットワーク管理システムとして 172.69.59.93 を指定し、MAC しきい値通知機能をイネーブル

にし、スイッチによる MAC しきい値通知トラップの NMS への送信をイネーブルにし、間隔を 123 秒
に設定し、制限値を 78% に設定する例を示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# snmp-server host 171.69.59.93 private mac-notification
Switch(config)# snmp-server enable traps mac-notification threshold
Switch(config)# mac address-table notification threshold
Switch(config)# mac address-table notification threshold interval 123
Switch(config)# mac address-table notification threshold limit 78
Switch(config)# end
Switch# show mac-address-table notification threshold
     Status       limit        Interval
-------------+-----------+-------------
   enabled        78           123
Switch#

ステップ 3 snmp-server enable traps mac-notification threshold スイッチによる MAC しきい値通知トラップの 
NMS への送信をイネーブルにします。

スイッチによる MAC しきい値通知トラップの送信

をディセーブルにするには、 
no snmp-server enable traps mac-notification 
threshold グローバル コンフィギュレーション コマ

ンドを使用します。

ステップ 4 mac address-table notification threshold MAC アドレスしきい値通知機能をイネーブルにし

ます。

この機能をディセーブルにするには、 
no address-table notification threshold グローバル 
コンフィギュレーション コマンドを使用します。

ステップ 5 mac address-table notification threshold 
[limit percentage] | [interval time]

MAT 使用率をモニタリングするためのしきい値を

入力します。

• （任意）limit percentage には、MAT 利用率の

割合を指定します。指定できる値は、1 ～ 
100% です。デフォルト値は 50% です。

• （任意）interval time には、通知の間隔を指定

します。指定できる値は、120 秒以上です。デ

フォルトは 120 秒です。

ステップ 6 end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 7 show mac address-table notification threshold
show running-config

MAC 利用率しきい値通知ステータスを表示します。

ステップ 8 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を

保存します。

コマンド 目的
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スタティック アドレス エントリの追加および削除

スタティック アドレスには、次の特性があります。

• アドレス テーブルへの追加およびアドレス テーブルからの削除は、手動で行う必要があります。

• ユニキャストまたはマルチキャスト アドレスとして設定できます。

• 期限切れになることはなく、スイッチが再起動しても維持されます。

スタティック アドレスを追加および削除でき、また、スタティック アドレスの転送動作を定義できま

す。転送動作は、パケットを受信したポートが、別のポートにパケットを転送する動作を決定します。

ポートは必ず少なくとも 1 つの VLAN と対応しているので、スイッチは指定されたポートから、アド

レスに対応する VLAN ID を取得します。送信元ポートごとに、宛先ポートのリストを別々に指定でき

ます。

特定のアドレスがスタティックとして入力されていない VLAN に、そのスタティック アドレスを持つ

パケットが到着すると、すべてのポートにパケットがフラッディングされ、学習されません。

アドレス テーブルにスタティック アドレスを追加するには、宛先 MAC ユニキャスト アドレスと、そ

の送信元 VLAN を指定します。この宛先アドレスで受信したパケットは、interface-id オプションで指

定されたインターフェイスに転送されます。

プライベート VLAN のプライマリまたはセカンダリ VLAN 内にスタティック MAC アドレスを設定し

た場合、同じスタティック MAC アドレスをすべての関連 VLAN に設定する必要があります。プライ

ベート VLAN のプライマリまたはセカンダリ VLAN に設定されたスタティック MAC アドレスは関連 
VLAN には複製されません。PVLAN の詳細については、第 42 章「プライベート VLAN の設定」を

参照してください。

スタティック アドレスを追加するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 mac address-table static mac-addr 
vlan vlan-id interface interface-id 

MAC アドレス テーブルにスタティック アドレスを追加します。

• mac-addr には、アドレス テーブルに追加する宛先 MAC ユニキャ

スト アドレスを指定します。この宛先アドレスを持つパケットが指

定した VLAN に着信すると、指定したインターフェイスに転送され

ます。

• vlan-id には、指定した MAC アドレスを持つパケットを受信する 
VLAN を指定します。指定できる VLAN ID の範囲は 1 ～ 4094 で
す。

• interface-id には、受信したパケットの転送先インターフェイスを指

定します。有効なインターフェイスは、物理ポートまたはポート 
チャネルです。スタティック マルチキャスト アドレスの場合、複数

のインターフェイス ID を入力できます。スタティック ユニキャス

ト アドレスの場合、インターフェイスは同時に 1 つしか入力できま

せん。ただし、同じ MAC アドレスおよび VLAN ID を指定すると、

コマンドを複数回入力できます。

アドレス テーブルからスタティック エントリを削除するには、 
no mac address-table static mac-addr vlan vlan-id [interface 
interface-id] グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用しま

す。

ステップ 3 end 特権 EXEC モードに戻ります。
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次の例では、MAC アドレス テーブルにスタティック アドレス c2f3.220a.12f4 を追加する方法を示し

ます。VLAN 4 でこの MAC アドレスを宛先アドレスとしてパケットを受信すると、パケットは指定さ

れたポートに転送されます。

Switch# configure terminal
Switch(config)# mac address-table static c2f3.220a.12f4 vlan 4 interface 
gigabitethernet0/1
Switch(config)# end
Switch#

ユニキャスト MAC アドレス フィルタリングの設定

ユニキャスト MAC アドレス フィルタリングがイネーブルの場合、スイッチは、特定の送信元 MAC ア
ドレスまたは宛先 MAC アドレスを持つパケットをドロップします。この機能はデフォルトではディ

セーブルで、ユニキャスト スタティック アドレスだけをサポートしています。

ユニキャスト アドレス フィルタリングを使用する場合、次の注意事項に従ってください。

• マルチキャスト MAC アドレス、ブロードキャスト MAC アドレス、およびルータ MAC アドレス

はサポートされません。mac address-table static vlan drop グローバル コンフィギュレーション 
コマンドを入力するときに、これらのアドレスのいずれかを指定すると、次のいずれかのメッセー

ジが表示されます。

% Only unicast addresses can be configured to be dropped

% CPU destined address cannot be configured as drop address

• CPU に転送されるパケットもサポートされません。

• ユニキャスト MAC アドレスをスタティック アドレスとして追加し、ユニキャスト MAC アドレス 
フィルタリングを設定する場合は、 後に入力されたコマンドに応じて、スイッチは MAC アドレ

スをスタティック アドレスとして追加するか、またはその MAC アドレスを持つパケットをドロッ

プします。2 番めに入力したコマンドは、 初のコマンドを上書きします。

たとえば、mac address-table static vlan interface グローバル コンフィギュレーション コマンド

に続けて、mac address-table static vlan drop コマンドを入力すると、スイッチは、送信元また

は宛先として指定された MAC アドレスを持つパケットをドロップします。

mac address-table static vlan drop グローバル コンフィギュレーション コマンドに続けて、mac 
address-table static vlan interface コマンドを入力すると、スイッチは、スタティック アドレス

として MAC アドレスを追加します。

ユニキャスト MAC アドレス フィルタリングをイネーブルにして、スイッチが特定のアドレスを持つ

パケットをドロップするように設定するには、送信元または宛先ユニキャスト MAC アドレスおよび受

信側の VLAN を指定します。

ステップ 4 show mac address-table static 入力を確認します。

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

コマンド 目的
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スイッチが送信元または宛先ユニキャスト スタティック アドレスをドロップするよう設定するには、

次の作業を行います。

次の例では、ユニキャスト MAC アドレス フィルタリングをイネーブルにし、c2f3.220a.12f4 の送信

元または宛先アドレスを持つパケットをドロップするようにスイッチを設定する方法を示します。送信

元または宛先としてこの MAC アドレスを持つパケットが VLAN4 上で受信された場合、パケットがド

ロップされます。

Switch# configure terminal
Switch(config)# mac address-table static c2f3.220a.12f4 vlan 4 drop
Switch(config)# end
Switch#

（注） セカンダリ VLAN で MAC アドレスをフィルタリングするには、上記の設定で、対応するプライマリ 
VLAN を指定します。指定した VLAN がプライマリ VLAN の場合、このプライマリ VLAN および関

連するセカンダリ VLAN で受信されたすべての一致するパケットはドロップされます。

VLAN の MAC アドレス ラーニングのディセーブル化

デフォルトでは、MAC アドレス ラーニングは、スイッチのすべての VLAN でイネーブルです。MAC 
アドレスを学習できる VLAN を制御することで、利用可能な MAC アドレス テーブル スペースを管理

できます。VLAN でラーニングをディセーブルにすると、この VLAN に表示されるすべての MAC ア
ドレスが学習されていないため、MAC アドレス テーブル スペースを節約できます。

MAC アドレス ラーニングをディセーブルにする前に、配備されているネットワーク トポロジと機能

を理解する必要があります。多くのレイヤ 2 機能は MAC アドレスを使用し、ラーニングがディセーブ

ルの場合は、正しく動作しない可能性があります。ラーニングをディセーブルにすることはパケットの

フラッディングの原因となるため、ネットワークでのフラッディングの影響を理解する必要がありま

す。

ここでは、次の情報について説明します。

• 「導入シナリオ」（P.4-34）

コマンド 目的

ステップ 1 configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 mac address-table static mac-addr 
vlan vlan-id drop 

ユニキャスト MAC アドレス フィルタリングをイネーブルにし、スイッ

チが指定した送信元または宛先ユニキャスト スタティック アドレスを持

つパケットをドロップするように設定します。

• mac-addr には、送信元または宛先ユニキャスト MAC アドレスを指

定します。この MAC アドレスを持つパケットはドロップされます。

• vlan-id には、指定した MAC アドレスを持つパケットを受信する 
VLAN を指定します。指定できる VLAN ID の範囲は 1 ～ 4094 で
す。

ユニキャスト MAC アドレス フィルタリングをディセーブルにするに

は、no mac address-table static vlan グローバル コンフィギュレーショ

ン コマンドを使用します。

ステップ 3 end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show mac address-table static 入力を確認します。

ステップ 5 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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• 「MAC アドレス ラーニングのディセーブル設定」（P.4-33）

• 「使用上のガイドライン」（P.4-33）

• 「導入シナリオ」（P.4-34）

• 「機能の互換性」（P.4-36）

• 「機能の非互換性」（P.4-37）

MAC アドレス ラーニングのディセーブル設定

VLAN で MAC アドレス ラーニングをディセーブルにするには、次の作業を行います。

次に、任意の VLAN または VLAN 範囲でラーニングをディセーブルにする例を示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# no mac address-table learning vlan 9-16
Switch(config)# end
Switch#

Switch# show mac address-table learning
Learning disabled on vlans: 9-11,13-16

Switch# show mac address-table learning vlan 10-15
Learning disabled on vlans: 10-11,13-15

使用上のガイドライン

（注） これらのガイドラインは、アドバイスとしてのみ提供されます。特定のソリューションの実装について

は、シスコのソリューション プロバイダー チームに問い合わせてください。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# no mac 
address-table learning vlan vlan-id 
range

指定された 1 つまたは複数の VLAN で MAC アドレス ラーニングを

ディセーブルにします。1 つの VLAN ID を指定、または VLAN ID の範

囲をハイフンまたはカンマで区切って指定できます。指定できる VLAN 
ID の範囲は 1 ～ 4094 です。

mac address-table learning vlan グローバル コンフィギュレーション コ
マンドを入力して、VLAN で MAC アドレス ラーニングを再びイネーブ

ルにできます。

ステップ 3 Switch(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 Switch# show mac address-table 
learning [vlan vlan-id range]

すべての VLAN または指定した VLAN の MAC アドレス ラーニングの

ステータスを表示します。

ステップ 5 Switch# copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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VLAN で MAC アドレス ラーニングをディセーブルにする場合は、次のガイドラインに従ってくださ

い。

• ラーニングが SVI インターフェイスのある VLAN 上でディセーブルである場合、レイヤ 2 ドメイ

ン内のすべての IP パケットがフラッディングされます。このフラッディングが望ましくない場合

があるため、SVI VLAN では MAC アドレス ラーニングを慎重にディセーブルにする必要があり

ます。

• 予約済みの VLAN を含む VLAN 範囲（1000 ～ 1006 など）を指定すると、そのコマンドは受け入

れられ、ディセーブルのラーニングは 1002 ～ 005 を除くすべての VLAN（つまり、1000 ～ 
1001、1006）でイネーブルになります。ただし、無効な範囲（1 ～ 5000 など）を指定した場合、

コマンドは失敗し、ディセーブルのラーニングは VLAN でイネーブルになりません。

• Supervisor Engines II、IV、V に対するハードウェアの制限のために、ラーニングのディセーブル

化機能は RSPAN とハードウェア リソースを共有します。合計 4 つの VLAN で、RSPAN または 
VLAN 単位のラーニングを設定した後、MAC アドレス テーブルの使用率は高くなります。ただ

し、この機能は引き続き動作します。

• PVLAN では、プライマリ VLAN と、そのプライマリ VLAN に関連付けられたすべてのセカンダ

リ VLAN で、ラーニングをディセーブルにする必要があります。そうしなければ、一方向でトラ

フィック フラッディング、その他の方向でユニキャスト フラッディングが発生します。

• VLAN で MAC アドレス ラーニングをディセーブルにする場合は、フラッディングの影響を考慮

に入れます。

導入シナリオ

ここでは、次の導入シナリオについて取り上げます。

• 「メトロ（ポイント ツー ポイント リンク）」（P.4-34）

• 「ネットワーク ロード バランサ」（P.4-35）

• 「レイヤ 2 ファイアウォールまたはキャッシュ」（P.4-35）

メトロ（ポイント ツー ポイント リンク）

このトポロジでは、VLAN の 2 つのポートがあります。トラフィックは、一方に着信し、他方から発

信する必要があります。メトロ ネットワークのポイントツーポイント リンクでは、この 2 つのポート

が属する VLAN でラーニングをディセーブルにすることにより、これらのポートのタイプで多数の 
MAC アドレスが生じ、MAC アドレス テーブル スペースで多数のエントリを節約できます。トラ

フィック用の出力ポートは 1 つだけであるため、パケットをフラッディングさせ、このポートで認識さ

れるすべての MAC アドレスのラーニングを回避できます。このプロセスによって、MAC アドレス 
テーブルでかなりのスペースを節約できます。

送信元ラーニングを取得するために、パケットはレイヤ 2 のフラッディング パケットとしてブリッジ

されます。複製されたパケットは、個別の専用帯域幅を使用します。フラッディング セットのポート

数にかかわらず、フラッディング パケットは複製パケット帯域幅を常に消費します。これにより、一

部のマルチキャストおよびブロードキャスト パケット処理帯域幅が消費されます（図 4-2）。
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図 4-2 MAC アドレス ラーニングのディセーブル化：ポイントツーポイント リンク

ネットワーク ロード バランサ

このトポロジでは、2 台のデバイス（1 台はアクティブ、もう 1 台はスタンバイ）があります。ロード 
バランシングを実行するには、両方のデバイスがすべてのパケットを受信する必要があります。同じ 
VLAN に両方のデバイスを配置できます。この VLAN でラーニングをディセーブルにできる場合、パ

ケットはフラッディングされ、両方のデバイスが VLAN 上の MAC アドレスを宛先とするすべてのト

ラフィックを受信します。または、すべてのパケットが到達するように、両方のロード バランサにマ

ルチキャスト MAC アドレスを割り当てることができます。（図 4-3）。

図 4-3 MAC アドレス ラーニングのディセーブル化：ネットワーク ロード バランサ

 レイヤ 2 ファイアウォールまたはキャッシュ

このトポロジでは、書き換えられたレイヤ 3 パケットは、発信する前に、レイヤ 2 ファイアウォール

（またはキャッシュ）に戻ります。パケットがファイアウォールからスイッチに再び着信したときに、

パケットは、事前にルーティングされたため、スイッチの MAC アドレスを持っています。入力ポート
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がスイッチ ポートである場合、スイッチはルータの MAC アドレスを学習します。ただし、ルーテッ

ド ポートまたは SVI に対して、スイッチはアドレスを学習しません。送信元のエラーはすべての着信

データ パケットで継続して発生し、スイッチでは CPU 使用率が非常に高くなります。

ファイアウォールまたはキャッシュの出力が接続されている VLAN でラーニングをディセーブルにす

ることによって、定期的に送信元のエラーが抑制され、高い CPU 使用率が生じなくなります

（図 4-4）。

図 4-4 MAC アドレス ラーニングのディセーブル化：レイヤ 2 ファイアウォール /キャッシュ

機能の互換性

次の機能は、VLAN での MAC アドレス ラーニングのディセーブル化と互換性があります。

• EtherChannel：MAC ラーニング ステートが EtherChannel ポートの VLAN でディセーブルまたは

イネーブルの場合、ラーニングのディセーブル化機能は、EtherChannel に影響しません。

• Switch Virtual Interface（SVI、VLAN のレイヤ 3）：ラーニングのディセーブル化機能は、SVI に
影響しません。SVI VLAN で MAC アドレス ラーニングをディセーブルにすると、フラッディン

グが生じますが、レイヤ 3 機能には影響を与えません。

• REP：REP が動作しているポートのアクティブな VLAN で、MAC ラーニング ステートがディ

セーブルまたはイネーブルの場合、ラーニングのディセーブル化機能は、REP に影響しません。

• ユニキャスト、マルチキャスト、およびブロードキャスト：VLAN でラーニングをイネーブルに

すると、ラーニングは、すべてのトラフィック タイプでディセーブルになります。

• DAI、ESMP および IGMP スヌーピング：これらの機能は、ラーニングのディセーブル化機能と

相互作用しません。

• 制御パケット：ラーニングがディセーブルになっている場合でも、制御パケットは CPU に到達し

ます。

• RSPAN：VLAN と RSPAN でのラーニングには互換性があります。

• VLAN 変換：変換対象の VLAN でラーニングをディセーブルにするには、変換先 VLAN でラー

ニングをディセーブルにする必要があります。
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機能の非互換性

次の機能は、MAC アドレス ラーニングのディセーブル化と互換性がなく、イネーブルにした場合に正

常に動作しません。

• 802.1X：802.1X 機能クラスは、ラーニングがディセーブルな場合は機能しません。これは、一部

の機能が、（無視される）送信元のエラーを必要とするためです。

• ポート セキュリティ：ポート セキュリティ VLAN では、ラーニングをイネーブルにする必要があ

ります。MAC アドレスをセキュアにするには、パケットは 初に CPU に着信する必要がありま

す。しかし、VLAN でラーニングをディセーブルにすると、SA の抑制によって、パケットはこの

ように動作しなくなります。

• ユニキャスト フラッディング ブロック：ユニキャスト フラッディング ブロックがポートでイネー

ブルの場合、そのポートは、VLAN のフラッディング セットから除外されます。同じ VLAN で
ラーニングをディセーブルにした場合、そのポートに接続されたホストはトラフィックを受信しま

せん。

• DHCP スヌーピング：DHCP 要求が解決した後にパケットを正しいポートから発信するために、

DHCP スヌーピングは MAC アドレスを学習する必要があります。ラーニングをディセーブルにす

ると、スイッチはパケットを発信するポートを認識しません。つまり、これらの 2 つの機能には、

互換性がありません。

• ブロードキャスト ストーム制御：この機能は、ラーニングのディセーブル化機能と相互作用しま

せん。

• PVL を通じて、ラーニングをディセーブルにした VLAN ドメインでのパケットのフラッディン

グ。

部分的な機能の非互換性

次の機能は MAC アドレス ラーニングのディセーブル化と部分的に互換性がありませんが、機能の大

部分は保持されます。

• FlexLink：FlexLink は動作し、アップストリーム コンバージェンスは影響を受けません。ただし、

ダウンストリーム高速コンバージェンスは、MAC テーブルを使用して、ダウンストリーム コン

バージェンスを高速化するために、個々に学習されたアップストリームの MAC アドレスに、ダ

ミーのマルチキャスト パケットを転送します。この状況は、ディセーブルなラーニングをイネー

ブルにした場合は発生しません。FlexLink のダウンストリーム コンバージェンスは適切に実行さ

れますが、ラーニングがその VLAN でイネーブルの場合は、速度が遅くなります。

• PVLAN：変更の動作を監視するには、プライマリ VLAN と、そのプライマリ VLAN に関連付け

られたすべてのセカンダリ VLAN で、ラーニングをディセーブルにする必要があります。

（注） 混乱を避けるために、PVLAN スペース内のプライマリ VLAN とセカンダリ VLAN の両方で、

PVLAN を同様に設定します。

• スパニングツリー（STP）：UplinkFast 機能を除いて、VLAN 単位のスパニングツリー機能は影響

を受けません。より高速なダウンストリーム コンバージェンスを実現するために、UplinkFast は、

学習された MAC アドレスを使用して、ダミーのマルチキャスト パケットを転送します。MAC 
ラーニングがイネーブルでない場合、このアクションは不可能です。
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アドレス テーブル エントリの表示

表 4-4 に示す 1 つまたは複数の特権 EXEC コマンドを使用すると、MAC アドレス テーブルを表示で

きます。

ARP テーブルの管理
デバイスと通信するには（イーサネット上のデバイスなど）、ソフトウェアは 初にそのデバイスの 48 
ビット MAC アドレスまたはローカル データ リンク アドレスを学習する必要があります。IP アドレス

からローカル データ リンク アドレスを学習するプロセスを、アドレス解決といいます。

アドレス解決プロトコル（ARP）は、ホスト IP アドレスを、該当するメディアまたは MAC アドレス

および VLAN ID に対応付けます。IP アドレスを使用して、ARP は対応する MAC アドレスを見つけ

ます。MAC アドレスが見つかると、IP と MAC アドレスの関連付けは、高速な検索のために ARP 
キャッシュに保存され、IP データグラムはリンク層フレームにカプセル化され、ネットワークを通じ

て送信されます。イーサネット以外の IEEE 802 ネットワークにおける IP データグラムのカプセル化

および ARP 要求 /応答については、Subnetwork Access Protocol（SNAP; サブネットワーク アクセス 
プロトコル）で規定されています。IP インターフェイスでは、標準的なイーサネット形式の ARP カプ

セル化（arpa キーワードで表される）がデフォルトでイネーブルに設定されています。

手動でテーブルに追加された ARP エントリは期限切れにならないので、手動で削除する必要がありま

す。

CLI の手順については、Cisco.com で入手可能な Cisco IOS Release 12.3 のマニュアルを参照してくだ

さい。

組み込み CiscoView サポートの設定
Catalyst 4500 シリーズ スイッチは、Catalyst Web Interface（CWI）ツールを使用した CiscoView Web 
ベースの管理機能をサポートしています。CiscoView は、スイッチ フラッシュ上に組み込むことがで

きるデバイス管理アプリケーションで、スイッチのダイナミック ステータス、モニタリング、および

設定情報を提供します。CiscoView では、モジュールとポートが色分けされたスイッチ シャーシの物

理的ビューを表示します。モニタリング機能を使用すると、スイッチのステータス、パフォーマンス、

表 4-4 MAC アドレス テーブル表示用のコマンド

コマンド 説明

show ip igmp snooping groups すべての VLAN または指定された VLAN に対するレイヤ 2 マルチキャスト エン

トリを表示します。

show mac address-table address 指定された MAC アドレスの MAC アドレス テーブル情報を表示します。

show mac address-table aging-time すべての VLAN または指定された VLAN のエージング タイムを表示します。

show mac address-table count すべての VLAN または指定された VLAN で存在しているアドレス数を表示しま

す。

show mac address-table dynamic ダイナミック MAC アドレス テーブル エントリのみを表示します。

show mac address-table interface 指定されたインターフェイスの MAC アドレス テーブル情報を表示します。

show mac address-table notification MAC 通知パラメータおよび履歴テーブルを表示します。

show mac address-table static スタティック MAC アドレス テーブル エントリだけを表示します。

show mac address-table vlan 指定された VLAN の MAC アドレス テーブル情報を表示します。
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およびその他の統計情報が表示されます。必要なセキュリティ権限が与えられていれば、設定機能に

よって、デバイスにさまざまな変更を加えることができます。Catalyst 4500 シリーズ スイッチの設定

機能およびモニタリング機能は、CiscoWorks LAN Management Solution（LMS）および CiscoWorks 
Routed WAN Management Solution（RWAN）を含むすべてのサーバベースの CiscoWorks ソリュー

ションの CiscoView で使用可能な機能と同一です。

ここでは、Cisco IOS Release 12.1(20)EW 以降のリリースで使用できる組み込み CiscoView サポート

について説明します。

• 「組み込み CiscoView の概要」（P.4-39）

• 「組み込み CiscoView のインストールおよび設定」（P.4-39）

• 「組み込み CiscoView 情報の表示」（P.4-42）

組み込み CiscoView の概要

組み込み CiscoView ネットワーク管理システムは、Web ベースのインターフェイスであり、HTTP お
よび SNMP を使用してスイッチをグラフィック表示し、GUI ベースの管理および設定インターフェイ

スを提供します。

組み込み CiscoView のインストールおよび設定

組み込み CiscoView のインストールおよび設定を行うには、次の作業を実行します。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# dir device_name デバイスの内容を表示します。

組み込み CiscoView を初めてインストールする場合、

または CiscoView ディレクトリが空の場合には、ス

テップ 5 にスキップしてください。

ステップ 2 Switch# delete device_name:cv/* CiscoView ディレクトリから既存のファイルを削除しま

す。

ステップ 3 Switch# squeeze device_name: ファイル システムのスペースを復元します。

ステップ 4 Switch# copy tftp bootflash tar ファイルをブートフラッシュにコピーします。

ステップ 5 Switch# archive tar /xtract tftp:// 
ip address of tftp server/ciscoview.tar 
device_name:cv

Trivial File Transfer Protocol（TFTP; 簡易ファイル転送

プロトコル）サーバ上の tar ファイルから CiscoView 
ディレクトリに、CiscoView ファイルを抽出します。

ステップ 6 Switch# dir device_name: デバイスの内容を表示します。

冗長構成の場合は、冗長スーパーバイザ エンジンのファ

イル システムについてステップ 1 ～ステップ 6 を繰り

返します。

ステップ 7 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま

す。

ステップ 8 Switch(config)# ip http server HTTP Web サーバをイネーブルにします。

ステップ 9 Switch(config)# snmp-server community string ro 読み取り専用動作の SNMP パスワードを設定します。

ステップ 10 Switch(config)# snmp-server community string rw 読み取り /書き込み動作の SNMP パスワードを設定しま

す。
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（注） スイッチ Web ページにアクセスするためのデフォルトのパスワードは、スイッチのイネーブルレベル 
パスワードです。

次に、スイッチに組み込み CiscoView をインストールおよび設定する例を示します。

Switch# dir
Directory of bootflash:/
Directory of bootflash:/
    1  -rw-     9572396  Dec 30 2002 01:05:01 +00:00  cat4000-i9k2s-mz.121-19.EW
    2  -rw-     9604192   Jan 3 2003 07:46:49 +00:00  cat4000-i5k2s-mz.121-19.EW
    3  -rw-     1985024  Jan 21 2003 03:31:20 +00:00  Cat4000IOS.v4-0.tar
    4  -rw-     1910127  Jan 23 2003 04:23:39 +00:00  cv/Cat4000IOS-4.0.sgz
    5  -rw-        7258  Jan 23 2003 04:23:46 +00:00  cv/Cat4000IOS-4.0_ace.html
    6  -rw-         405  Jan 23 2003 04:23:46 +00:00  cv/Cat4000IOS-4.0_error.html
    7  -rw-        2738  Jan 23 2003 04:23:46 +00:00  cv/Cat4000IOS-4.0_install.html
    8  -rw-       20450  Jan 23 2003 04:23:46 +00:00  cv/Cat4000IOS-4.0_jks.jar
    9  -rw-       20743  Jan 23 2003 04:23:46 +00:00  cv/Cat4000IOS-4.0_nos.jar
   10  -rw-       12383  Jan 23 2003 04:23:46 +00:00  cv/applet.html
   11  -rw-         529  Jan 23 2003 04:23:46 +00:00  cv/cisco.x509
   12  -rw-        2523  Jan 23 2003 04:23:46 +00:00  cv/identitydb.obj
   13  -rw-        1173  Mar 19 2003 05:50:26 +00:00  post-2003.03.19.05.50.07-passed.txt

32578556 bytes total (38199688 bytes free)
Switch# 
Switch# del cv/*
Delete filename [cv/*]? 
Delete bootflash:cv/Cat4000IOS-4.0.sgz? [confirm]y
Delete bootflash:cv/Cat4000IOS-4.0_ace.html? [confirm]y
Delete bootflash:cv/Cat4000IOS-4.0_error.html? [confirm]y
Delete bootflash:cv/Cat4000IOS-4.0_install.html? [confirm]y
Delete bootflash:cv/Cat4000IOS-4.0_jks.jar? [confirm]y
Delete bootflash:cv/Cat4000IOS-4.0_nos.jar? [confirm]y
Delete bootflash:cv/applet.html? [confirm]y
Delete bootflash:cv/cisco.x509? [confirm]y
Delete bootflash:cv/identitydb.obj? [confirm]y
Switch#

Switch# squeeze bootflash:
All deleted files will be removed. Continue? [confirm]y
Squeeze operation may take a while. Continue? [confirm]y
Squeeze of bootflash complete
Switch#
Switch# copy tftp bootflash
Address or name of remote host []? 10.5.5.5
Source filename []? Cat4000IOS.v5-1.tar 
Destination filename [Cat4000IOS.v5-1.tar]? 
Accessing tftp://10.5.5.5/Cat4000IOS.v5-1.tar...
Loading Cat4000IOS.v5-1.tar from 10.5.5.5 (via FastEthernet2/1): 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[OK - 2031616 bytes]

2031616 bytes copied in 11.388 secs (178400 bytes/sec)
Switch#
Switch# dir
Directory of bootflash:/

Directory of bootflash:/
    1  -rw-     9572396  Dec 30 2002 01:05:01 +00:00  cat4000-i9k2s-mz.121-19.EW
    2  -rw-     9604192   Jan 3 2003 07:46:49 +00:00  cat4000-i5k2s-mz.121-19.EW
    3  -rw-     1985024  Jan 21 2003 03:31:20 +00:00  Cat4000IOS.v4-0.tar
    4  -rw-        1173  Mar 19 2003 05:50:26 +00:00  post-2003.03.19.05.50.07-passed.txt
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    5  -rw-     2031616  Mar 26 2003 05:33:12 +00:00  Cat4000IOS.v5-1.tar

32578556 bytes total (38199688 bytes free)

Switch#
Switch# archive tar /xtract Cat4000IOS.v5-1.tar /cv
extracting Cat4000IOS-5.1.sgz (1956591 bytes)
extracting Cat4000IOS-5.1_ace.html (7263 bytes)
extracting Cat4000IOS-5.1_error.html (410 bytes)
extracting Cat4000IOS-5.1_install.html (2743 bytes)
extracting Cat4000IOS-5.1_jks.jar (20450 bytes)
extracting Cat4000IOS-5.1_nos.jar (20782 bytes)
extracting applet.html (12388 bytes)
extracting cisco.x509 (529 bytes)
extracting identitydb.obj (2523 bytes)
Switch#
Switch# dir

Directory of bootflash:/
    1  -rw-     9572396  Dec 30 2002 01:05:01 +00:00  cat4000-i9k2s-mz.121-19.EW
    2  -rw-     9604192   Jan 3 2003 07:46:49 +00:00  cat4000-i5k2s-mz.121-19.EW
    3  -rw-     1985024  Jan 21 2003 03:31:20 +00:00  Cat4000IOS.v4-0.tar
    4  -rw-        1173  Mar 19 2003 05:50:26 +00:00  post-2003.03.19.05.50.07-passed.txt
    5  -rw-     2031616  Mar 26 2003 05:33:12 +00:00  Cat4000IOS.v5-1.tar
    6  -rw-     1956591  Mar 26 2003 05:36:11 +00:00  cv/Cat4000IOS-5.1.sgz
    7  -rw-        7263  Mar 26 2003 05:36:19 +00:00  cv/Cat4000IOS-5.1_ace.html
    8  -rw-         410  Mar 26 2003 05:36:19 +00:00  cv/Cat4000IOS-5.1_error.html
    9  -rw-        2743  Mar 26 2003 05:36:19 +00:00  cv/Cat4000IOS-5.1_install.html
   10  -rw-       20450  Mar 26 2003 05:36:19 +00:00  cv/Cat4000IOS-5.1_jks.jar
   11  -rw-       20782  Mar 26 2003 05:36:19 +00:00  cv/Cat4000IOS-5.1_nos.jar
   12  -rw-       12388  Mar 26 2003 05:36:19 +00:00  cv/applet.html
   13  -rw-         529  Mar 26 2003 05:36:19 +00:00  cv/cisco.x509
   14  -rw-        2523  Mar 26 2003 05:36:19 +00:00  cv/identitydb.obj

32578556 bytes total (7358284 bytes free)

Switch#
Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)# ip http server
Switch(config)# snmp-server community public ro 
Switch(config)# snmp-server community public rw
Switch(config)# exit
Switch# wr
Building configuration...
Compressed configuration from 2735 bytes to 1169 bytes[OK]
Switch# show ciscoview ?
  package  ADP Package Details
  version  ADP version
  |        Output modifiers
  <

スイッチへの Web アクセスの詳細については、次の URL で『Cisco IOS Configuration Fundamentals 
Configuration Guide』の「Using the Cisco Web Browser」の章を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/fundamentals/configuration/guide/12_4t/cf_12_4t_book.html

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/fundamentals/configuration/guide/12_4t/cf_12_4t_book.html
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組み込み CiscoView 情報の表示

組み込み CiscoView 情報を表示するには、次のコマンドを入力します。

次に、組み込み CiscoView ファイルおよびバージョン情報を表示する例を示します。

Switch# show ciscoview package
File source:
CVFILE                          SIZE(in bytes)
------------------------------------------------
Cat4000IOS-5.1.sgz               1956591               
Cat4000IOS-5.1_ace.html          7263                  
Cat4000IOS-5.1_error.html        410                   
Cat4000IOS-5.1_install.html      2743                  
Cat4000IOS-5.1_jks.jar           20450                 
Cat4000IOS-5.1_nos.jar           20782                 
applet.html                      12388                 
cisco.x509                       529                   
identitydb.obj                   2523                  

Switch# show ciscoview version
Engine Version: 5.3.4 ADP Device: Cat4000IOS ADP Version: 5.1 ADK: 49
Switch#

コマンド 目的

Switch# show ciscoview package 組み込み CiscoView ファイルに関する情報を表示します。

Switch# show ciscoview version 組み込み CiscoView のバージョンを表示します。
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Cisco IOS インサービス ソフトウェア アップ
グレード プロセスの設定

（注） Cisco IOS 12.2(31) SGA 以降、ISSU は Catalyst 4500 でサポートされます。すべてのラインカードが

サポートされています。

冗長システムで稼働している場合、インサービス ソフトウェア アップグレード（ISSU）プロセスによ

り、Cisco IOS ソフトウェアが更新または変更される間もパケットの転送が続行されます。ほとんどの

ネットワークでは、計画されたソフトウェア アップグレードがダウンタイムの大きな原因になってい

ます。ISSU により、Cisco IOS ソフトウェアが変更される間、パケットの転送が続行されます。これ

により、ネットワークのアベイラビリティが向上し、計画されたソフトウェア アップグレードによっ

て発生するダウンタイムが抑えられます。ここでは、ISSU の概念について説明し、システムで ISSU 
を実行するための手順について説明します。

ここでは、次の内容について説明します。

• 「ISSU を実行するための前提条件」（P.5-2）

• 「ISSU について」（P.5-3）

• 「ISSU プロセスの実行」（P.5-15）

• 「関連資料」（P.5-39）

（注） この章で使用するスイッチ コマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL で『Cisco 
Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』と関連資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products//hw/switches/ps4324/index.html

『Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』に掲載されていないコマンドについては、より詳

細な Cisco IOS ライブラリを参照してください。次の URL でCisco IOS コマンド リファレンスと関連

資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html
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ISSU を実行するための前提条件

ISSU を実行するための前提条件
ISSU を実行する前に以下の前提条件を満たす必要があります。

• 既存のイメージとターゲット イメージのイメージ タイプは一致する必要があります。たとえば、

数分のトラフィック損失の発生なしで、IP Base イメージから Enterprise Services イメージに（ま

たはその逆に）アップグレードすることはできません。

（注） 同様の制限が、暗号イメージと非暗号イメージの間に適用されます。

• アクティブ スーパーバイザ エンジンおよびスタンバイ スーパーバイザ エンジンは、同じスーパー

バイザ エンジン ハードウェア（同じモデル、メモリ、NFL ドータ カードなど）を備える必要があ

ります。

• ISSU プロセスを開始する前に、アクティブ スーパーバイザ エンジンとスタンバイ スーパーバイ

ザ エンジンの両方のファイル システム（ブートフラッシュまたはコンパクト フラッシュ）に新規

および古い Cisco IOS ソフトウェア イメージがロードされている必要があります。

古いイメージは、ブートフラッシュまたはコンパクト フラッシュのいずれかに格納されている必

要があります。ISSU プロセスが展開される前にブート変数を変更するべきではないので、これら

のいずれかのロケーションからシステムが起動されている必要があります。

（注） ISSU が正常に実行されるためには auto-boot をイネーブルにする必要があります。

• ステートフル スイッチオーバー（SSO）が設定されており、スタンバイ スーパーバイザ エンジン

が STANDBY HOT ステートである必要があります。

show module、show running-config、 show redundancy state コマンドを使用すると、SSO がイ

ネーブルかどうかを確認できます。

SSO をイネーブルにしていない場合は、SSO をイネーブルにし、設定する方法の詳細について、

『Stateful Switchover』を参照してください。

• NSF が設定されており、正常に稼働している必要があります。NSF をイネーブルにしていない場

合は、NSF をイネーブルにし、設定する方法の詳細について、『Cisco Nonstop Forwarding』を参

照してください。

• ISSU を実行する前に、システムが冗長モード SSO に設定されており、アクティブ スーパーバイ

ザ エンジンとスタンバイ スーパーバイザ エンジンの両方のファイル システムに新しい ISSU 互換

イメージが含まれていることを確認します。現在システム上で動作している Cisco IOS バージョン

も ISSU をサポートする必要があります。

Catalyst 4500 シリーズ スイッチにさまざまなコマンドを入力するか、Cisco Feature Navigator の 
ISSU アプリケーションによって、スーパーバイザ エンジンのバージョニングおよび Cisco IOS の
互換性を判別できます。

• no ip routing コマンドを入力すると ISSU は SSO モードから RPR モードにフォール バックする

ため、トラフィックの損失が生じます。

• 自動ブートがオンになり、現在のブート済みイメージは、BOOT 環境変数で指定されたものと一

致します。これらの設定および確認方法の詳細については、「ブート フィールドの変更および boot 
コマンドの使用」（P.3-29）を参照してください。

• no ip routing コマンドを入力すると ISSU は SSO モードから RPR モードにフォール バックする

ため、トラフィックの損失が生じます。
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ISSU について

ISSU について

（注） ISSU の実行中は、ハードウェアに変更を加えないでください。

ISSU を実行する前に、次の概念を理解しておく必要があります。

• 「Stateful Switchover の概要」（P.5-3）

• 「NSF の概要」（P.5-5）

• 「ISSU プロセスの概要」（P.5-6）

• 「ISSU アップグレードの実行：2 つの方法」（P.5-11）

• 「changeversion プロセス」（P.5-12）

• 「ISSU の実行に関するガイドライン」（P.5-13）

• 「ISSU をサポートする Cisco IOS ソフトウェアのバージョニング機能」（P.5-13）

• 「ISSU に対する SNMP サポート」（P.5-15）

• 「Cisco Feature Navigator を使用した互換性の検証」（P.5-15）

Stateful Switchover の概要

SSO 機能の展開は、Cisco IOS スイッチで構築されたネットワークのアベイラビリティを向上させる全

体的なプログラムの 1 ステップです。

デュアル スーパーバイザ エンジンをサポートする特定のシスコ ネットワーキング デバイス上で、SSO 
はスーパーバイザ エンジンの冗長構成を活用してネットワークのアベイラビリティを向上させます。

SSO は、スーパーバイザ エンジンの 1 つをアクティブ プロセッサ、もう一方をスタンバイ プロセッサ

として設定することにより、これを実現します。2 つのスーパーバイザ エンジン間の初期同期後に、

SSO は両方のスーパーバイザ エンジンのステート情報を動的にリアルタイムで同期化します。

アクティブ スーパーバイザ エンジンが故障した場合、またはネットワーキング デバイスから取り外さ

れた場合に、アクティブ スーパーバイザ エンジンからスタンバイ スーパーバイザ エンジンへのスイッ

チオーバーが行われます。

Cisco NSF は、SSO と併用します。Cisco NSF によって、スイッチオーバー後にルーティング プロト

コル情報が復元される間、データ パケットの転送が既知のルートで続行されます。Cisco NSF を使用

すると、ピア ネットワーキング デバイスでルーティング フラップが発生することがなくなるため、カ

スタマーに対するサービス停止を回避できます。

図 5-1 は、サービス プロバイダー ネットワークに SSO が展開される一般的な方法を示します。この例

では、Cisco NSF/SSO がサービス プロバイダー ネットワークのアクセス レイヤ（エッジ）でイネーブ

ルにされています。このポイントで障害が発生すると、サービス プロバイダー ネットワークへのアク

セスが必要なエンタープライズ カスタマーのサービスを損なう可能性があります。

Cisco NSF プロトコルは、ネイバー デバイスが Cisco NSF に参加している必要があるので、それらの

ネイバー ディストリビューション レイヤ デバイスに Cisco NSF 対応のソフトウェア イメージをインス

トールする必要があります。目的に応じて、ネットワークのコア レイヤで Cisco NSF および SSO 機能

を展開することもできます。これを行うと、特定の障害が発生した場合のネットワーク機能およびサー

ビスの復元に必要な時間を短縮できるため、可用性が向上します。
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図 5-1 Cisco NSF/SSO ネットワーク構成：サービス プロバイダー ネットワーク

アベイラビリティの向上は、シングル ポイント障害が存在するネットワーク内の他のポイントに Cisco 
NSF/SSO を展開することによって得られます。図 5-2 は、エンタープライズ ネットワーク アクセス 
レイヤに Cisco NSF/SSO を適用するもう 1 つの展開方法を示します。この例では、エンタープライズ 
ネットワーク内の各アクセス ポイントが、ネットワーク設計内の他のシングル ポイント障害を表しま

す。この例では、スイッチオーバーまたは計画されたソフトウェア アップグレードが行われても、エ

ンタープライズ カスタマー セッションは中断することなくネットワーク内で稼働し続けます。

 

 

  

Cisco NSF with SSO 

NSF 

Cisco NSF with SSO 
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図 5-2 Cisco NSF/SSO ネットワーク構成：エンタープライズ ネットワーク

NSF の概要

Cisco NSF は、Cisco IOS ソフトウェアの SSO 機能と連動します。SSO は、Cisco NSF の前提条件で

す。NSF は、SSO と連動して、スイッチオーバー後にユーザがネットワークを使用できない時間を

小限に抑えます。Cisco NSF の主要目的は、スーパーバイザ エンジンのスイッチオーバー後にも IP パ
ケットの転送を継続させることです。

通常、ネットワーキング デバイスが再起動すると、そのデバイスのすべてのルーティング ピアは、デ

バイスがダウンし、そのあと再びアップになったことを検知します。このような移行によって、いわゆ

るルーティング フラップが発生します。ルーティング フラップは、複数のルーティング ドメインに広

がる場合があります。ルーティングの再起動によって発生したルーティング フラップによって、ルー

ティングが不安定になります。これはネットワーク全体のパフォーマンスに悪影響を及ぼします。

Cisco NSF は、SSO 対応のデバイスにおけるルーティング フラップを抑止することによって、ネット

ワークの安定性を保ちます。

Cisco NSF によって、スイッチオーバー後にルーティング プロトコル情報が復元される間、データの

パケットの転送が既知のルートで続行されます。Cisco NSF を使用すると、ピア ネットワーキング デ
バイスでルーティング フラップが発生することがありません。スイッチオーバー時に、故障したアク

ティブ スーパーバイザ エンジンからスタンバイ スーパーバイザ エンジンが制御を引き継ぐ間も、デー

タ トラフィックが転送されます。Cisco NSF 動作で重要なのは、スイッチオーバー時に物理リンクが

アップの状態を維持できる点と、アクティブ スーパーバイザ エンジン上の Forwarding Information 
Base（FIB; 転送情報ベース）との同期性が保たれる点です。

 

 

  

 

NSF 

NSF 

Cisco NSF with SSO 
 

Cisco NSF with SSO 
 

 

SSO  
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ISSU プロセスの概要

ISSU プロセスを使用すると、システムによるパケット転送を続行しながら、Cisco IOS ソフトウェア

のアップグレードまたはダウングレードを実行できます。（ISSU プロセスの間に使用されるコマンド

のインストレーションについては、図 5-8（P.5-11） を参照してください）。Cisco IOS ISSU は Cisco 
IOS ハイ アベイラビリティ インフラストラクチャ（Cisco NSF/SSO およびハードウェアの冗長構成）

を利用し、システムの稼働中に変更を行えるようにすることによって、ソフトウェア アップグレード

またはバージョン変更に伴うダウンタイムをなくします（図 5-3 を参照）。

SSO/NSF モードは、アクティブ スーパーバイザ エンジンからスタンバイ スーパーバイザ エンジンへ

の設定とランタイム ステートの同期をサポートしています。このプロセスを発生させるには、アク

ティブ スーパーバイザ エンジンとスタンバイ スーパーバイザ エンジンの両方のイメージが同じである

必要があります。アクティブ スーパーバイザ エンジンとスタンバイ スーパーバイザ エンジンのイメー

ジが異なる場合は、その 2 つのバージョンの Cisco IOS が別々の機能とコマンドのセットをサポートし

ていても、ISSU によって 2 つのスーパーバイザ エンジンの同期を維持することができます。

図 5-3 ISSU プロセスでのハイ アベイラビリティ機能およびハードウェアの冗長構成

 

NSF/SSO
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02
30



5-7
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-25340-01-J

第 5 章      Cisco IOS インサービス ソフトウェア アップグレード プロセスの設定

ISSU について

ISSU 対応スイッチは、2 つのスーパーバイザ エンジン（アクティブとスタンバイ）および 1 つまたは

複数のラインカードで構成されています。ISSU プロセスを開始する前に、両方のスーパーバイザ エン

ジンのファイル システムに Cisco IOS ソフトウェアをコピーします（図 5-4 を参照）。

（注） 次の図では、Cisco IOS 12.x(y)S は、Cisco IOS の現行バージョンを表しています。

図 5-4 両方のスーパーバイザ エンジンへの新しい Cisco IOS ソフトウェア バージョンのインストール

またはコピー
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両ファイル システムに Cisco IOS ソフトウェアをコピーしたあと、新しい Cisco IOS ソフトウェア 
バージョンをスタンバイ スーパーバイザ エンジンにロードします（図 5-5 を参照）。

（注） ISSU 機能がないと、アクティブ スーパーバイザ エンジンとスタンバイ スーパーバイザ エンジンが 2 
つの異なる Cisco IOS イメージ バージョンを実行している場合に、両者間で SSO または NSF 機能は

動作しません。

図 5-5 スタンバイ スーパーバイザ エンジンへの新しい Cisco IOS ソフトウェア バージョンのロード
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スイッチオーバー（RPR ではなく、NSF または SSO）のあと、スタンバイ スーパーバイザ エンジン

が新しくアクティブになったスーパーバイザ エンジンとして機能を引き継ぎます（図 5-6 を参照）。

図 5-6 スタンバイ スーパーバイザ エンジンへのスイッチオーバー
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以前にアクティブだったスーパーバイザ エンジンには古い Cisco IOS イメージがロードされているの

で、新しくアクティブになったスーパーバイザ エンジンに問題が発生した場合には、中断して、すで

に古いイメージを実行しているアクティブだったスーパーバイザ エンジンにスイッチオーバーできま

す。その後、アクティブだったスーパーバイザ エンジンに新しい Cisco IOS ソフトウェア バージョン

がロードされ、新しいスタンバイ スーパーバイザ エンジンになります（図 5-7 を参照）。

図 5-7 新しくスタンバイになったスーパーバイザ エンジンへの新しい Cisco IOS ソフトウェアのロー

ド

図 5-8 に、ISSU プロセス中の各ステップを示します。
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図 5-8 ISSU プロセス中の各ステップ

ISSU アップグレードの実行：2 つの方法

ISSU のアップグレード方法には、4 つのコマンドを使用した手動方式と 1 つのコマンドを使用した自

動方式の 2 種類があります。

通常の ISSU アップグレード プロセスには、4 種類の ISSU exec コマンド（issu loadversion、issu 
runversion、issu acceptversion、issue commitversion）の発行とコマンドが成功したかどうかを評

価するための追加の show コマンドの実行が含まれます。ISSU プロセスは複雑ですが、サービスの中

断を想定しないようにする必要があります。複数の ISSU コマンドを使用する場合は、サービスを中断

させないように配慮する必要があります。ただし、シナリオによっては、このアップグレード手順がや

やこしく、 小限のものになる場合があります。代表例は、多数の Catalyst 4500 スイッチ上での 
ISSU アップグレードを伴うネットワーク アップグレードです。このような場合は、 初に、1 台のス

イッチ上で通常（4 つのコマンド）の ISSU アップグレード手順を実行して正常なアップグレードを確

認することを推奨します。その後で、1 つの issu changeversion コマンドを使用して、ネットワーク内

の残りの Catalyst 4500 スイッチ上で自動 ISSU を実行します。

（注） issu changeversion コマンドを使用するには、古い IOS バージョンと新しい IOS バージョンの両方が 
issu changeversion 機能をサポートする必要があります。
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changeversion プロセス

issu changeversion コマンドは、1 ステップで完了する ISSU アップグレード サイクルを起動します。

このコマンドは、4 つの標準コマンド（issu loadversion、issu runversion、issu acceptversion、およ

び issu commitversion）すべてのロジックをユーザの介在なしで実行するため、単一の CLI ステップ

を通したアップグレードの簡略化が図られます。

加えて、issu changeversion では、将来のアップグレード プロセスをスケジュールすることができま

す。これにより、いくつものシステムのステージングによって、潜在的な中断が 小の損害となる場合

にアップグレードを順次実行することができます。

スタンバイ スーパーバイザ エンジンが初期化して、システムが terminal ステート（RPR/SSO）に到達

したら、アップグレード プロセスが完了し、BOOT 変数が新しい IOS ソフトウェア イメージに恒久的

に書き変えられます。そのため、どの RP をリセットしてもシステムは新しいソフトウェア イメージを

ブートします。状態遷移が発生したことをアップグレードの監視者に通知するために、コンソール 
メッセージと syslog メッセージが生成されます。

通常の ISSU アップグレード手順と同様に、 issu changeversion コマンドによって開始された進行中の

アップグレード手順は、issu abortversion コマンドで中断できます。システムが何らかの問題を検出

するか、またはアップグレード中に健全でないシステムを検出すると、アップグレードは自動的に中断

される場合があります。

issu runversion コマンドを 4 ステップの手動アップグレード プロセス時に入力したときに、互換性の

ない ISSU クライアントが存在すると、アップグレード プロセスは、それらとその副作用を報告し、

ユーザがアップグレードを中止できるようにします。1 ステップのアップグレード プロセスの実行中

に、プロセスが runversion ステートに達した場合、ベース クライアントに互換性があれば自動的に

アップグレードを続行します。または、クライアントに互換性がないため自動的に中止します。ユーザ

が RPR モードでアップグレード手順を継続したい場合は、通常の ISSU コマンド セットを使用して、

issu loadversion コマンドの入力時に force オプションを指定する必要があります。

Changeversion：quick オプション

issu changeversion コマンドには、自動 ISSU アップグレードの実行に必要な時間を短縮可能な quick 
コマンド オプションがあります。quick コマンド オプションが指定された場合は、ISSU アップグレー

ドの状態遷移が前述の状態遷移と異なります。このオプションでは、loadversion 段階上のソフトウェ

ア ロジックは、以前の説明と同じままで、runversion および commitversion を実行するロジックが結

合されます。このロジックでは、新しいスタンバイ（以前のアクティブ）スーパーバイザ上に古いソフ

トウェア バージョンをロードするアップグレード手順内のステップが省略されるため、自動 ISSU アッ

プグレードに必要な時間が約 3 分の 1 短縮されます。

Changeversion のスケジューリング：in オプションと at オプション

issu changeversion には、将来の自動 ISSU アップグレードをスケジュールできる in および at コマン

ド オプションがあります。

at コマンド オプションは、特定の時刻に開始するように自動 ISSU アップグレードをスケジュールし

ます。このオプションを使用して、次の 24 時間以内にアップグレードを開始する正確な時刻（hh:mm、

24 時間形式）を指定します。

in コマンド オプションは、一定時間が経過後に自動 ISSU アップグレードを開始するようにスケ

ジュールします。このオプションは、アップグレードを開始する前に経過する必要がある時間および分

の長さ（hh:mm 形式）を指定します。 大値は 99:59 です。
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Changeversion の配置シナリオ

一般的な issu changeversion コマンドの使用シナリオは、大規模なインストール基盤を持つ経験豊富

なユーザを対象としています。このようなユーザの多くは、実稼働ネットワークと同様のトポロジと設

定を使用して新しいイメージを検証します。この検証プロセスは、従来の複数コマンド プロセスと新

しい issu changeversion コマンド プロセスの両方を使用して実行する必要があります。ユーザが IOS 
ソフトウェア イメージを認定し、広くそれを展開する場合は、ネットワークの効率的なアップグレー

ドを実行するために単一コマンドのプロセスを使用できます。

進行中の Changeversion 手順の中断

issu changeversion コマンドの機能は、ユーザの介入なしで ISSU ソフトウェア アップグレードを実行

するように設計されています。ただし、さまざまな状態をアップグレードが遷移する際に、コンソール

にステータス メッセージが表示されます。何らかの異常が、ネットワークのピアまたは他の部分など

での自動アップグレード中に認められた場合は、issu abortversion コマンドを使用して、

commitversion 操作の前にプロセスの任意の時点で手動によりアップグレードを中止できます。

ISSU の実行に関するガイドライン

ISSU プロセスの実行中は、次のガイドラインに注意してください。

• ISSU を使用している場合でも、メンテナンス ウィンドウの間にアップグレードを実行することを

推奨します。

• ISSU プロセス中は、設定の変更が必要になるような新しい機能をイネーブルにしないでください。

（注） これらをイネーブルにすると、コマンドは新しいバージョンだけでサポートされるため、シス

テムは RPR モードを開始します。

• ダウングレードを行う場合、Cisco IOS ソフトウェア ハンドルのダウングレード リビジョンにな

い機能があったときは、ISSU プロセスを開始する前にその機能をディセーブルにしてください。

ISSU をサポートする Cisco IOS ソフトウェアのバージョニング機能

ISSU が導入される以前は、SSO モードを実行するには、各スーパーバイザ エンジンで同じ Cisco IOS 
ソフトウェア バージョンを実行する必要がありました。

（注） 冗長 HA 構成のシステムの動作モードは、スタンバイ スーパーバイザ エンジンがアクティブ スーパー

バイザ エンジンに登録するときにバージョン ストリングを交換することによって決まります。

システムが SSO モードを開始するのは、両方のスーパーバイザ エンジンで実行されているバージョン

が同じである場合だけです。同じでないと、冗長モードが RPR に変更されます。ISSU 機能を使用し

た場合、この実装では Cisco IOS イメージの 2 つの異なる、しかし互換性のあるリリース レベルを 
SSO モードで相互動作することで、ソフトウェア アップグレードを実行しながら、パケット転送を継

続することができます。ISSU 機能が導入される前に行われていたバージョン チェックでは、システム

が動作モードを決定できなくなりました。

ISSU では、ソフトウェア バージョン間の互換性を判別するための追加情報が必要になります。当該イ

メージと比べた他のイメージに関する情報を含む互換性マトリクスが定義されます。この互換性マトリ

クスは、2 つのソフトウェア バージョン（1 つは、アクティブ スーパーバイザ エンジンで実行される
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ISSU について

ソフトウェア バージョンで、もう一方はスタンバイ スーパーバイザ エンジンで実行されるソフトウェ

ア バージョン）の互換性を表し、これによって、システムは実現可能な も高度な動作モードを判別

できます。バージョンに互換性がないと、SSO 動作モードに進むことができません。

互換性マトリクス

アクティブ スーパーバイザ エンジンとスタンバイ スーパーバイザ エンジンの両方の Cisco IOS ソフト

ウェアが ISSU に対応しており、古いイメージと新しいイメージに互換性がある場合に、ISSU プロセ

スを実行できます。互換性マトリクス情報では、次のようにリリース間の互換性が示されます。

• Compatible（互換性がある）：ベースレベルのシステム インフラストラクチャとすべてのオプショ

ンの HA 認識サブシステムに互換性があります。これらのバージョン間のインサービス アップグ

レードまたはダウングレードが正常に行われ、サービスに対する影響は 小限ですみます。マトリ

クス エントリでは、このようなイメージに対して Compatible（C）が指定されます。

• Base-level compatible（ベースレベルで互換性がある）：1 つまたは複数のオプションの HA 認識サ

ブシステムに互換性がありません。これらのバージョン間のインサービス アップグレードまたは

ダウングレードは正常に行われますが、一部のサブシステムでは、旧式から Cisco IOS の新バー

ジョンへの移行中に、ステートを必ずしも維持できない場合があります。マトリクス エントリで

は、このようなイメージに対して Base-level compatible（B）が指定されます。

ただし、マトリクス エントリが B の場合でも、機能を失うことなく、ISSU アップグレードを実行

できる必要があります。ダウングレードでは新しいイメージに追加機能があると、一部の機能が失

われることがあります。

• Incompatible（互換性がない）：SSO が正常に機能するためには、Cisco IOS 内に存在するシステ

ム インフラストラクチャのコア セットがステートフル方式で相互動作できる必要があります。必

要なこれらのいずれかの機能またはサブシステムが相互動作できないと、Cisco IOS ソフトウェア 
イメージの 2 つのバージョンに互換性がないと判定されます。これらのバージョン間でインサービ

ス アップグレードまたはダウングレードを行うことはできません。マトリクス エントリでは、こ

のようなイメージに対して Incompatible（I）が指定されます。システムは、アクティブ スーパー

バイザ エンジンとスタンバイ スーパーバイザ エンジンの Cisco IOS バージョンに互換性がない間

は RPR モードで稼働します。

ISSU をサポートしないピアで ISSU を実行しようとすると、システムは代わりに RPR を自動的に

使用します。

互換性マトリクスには、ある Cisco IOS ソフトウェア イメージと、指定されたサポート ウィンドウの

含まれる他のすべての Cisco IOS ソフトウェア バージョン（たとえば、イメージが「認識」している

すべてのソフトウェア バージョン）との互換性関係を示し、イメージごとに作成され、リリースされ

ます。マトリクスには、自身のリリースと以前のリリース間の互換性の情報が含まれています。常に

新のリリースに、その分野の既存のリリースとの互換性に関する 新情報が含まれます。互換性マトリ

クスは Cisco IOS ソフトウェア イメージ内および Cisco.com で入手できるため、ISSU プロセスを使用

してアップグレードを行えるかどうかを前もって判別できます。

任意のシステムの 2 つのソフトウェア バージョン間の互換性マトリクス データを表示するには、show 
issu comp-matrix stored コマンドを入力します。

（注） このコマンドは、ISSU プロセスが開始したあとにだけ使用できるので、確認する場合にだけ有効で

す。ISSU を開始する前に互換性マトリクスをチェックする場合に便利です。Feature Navigator を使用

すると、必要な情報を取得できます。

http://tools.cisco.com/ITDIT/CFN/jsp/index.jsp

http://tools.cisco.com/ITDIT/CFN/jsp/index.jsp
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ISSU に対する SNMP サポート

SSO に対する SNMP は、アクティブ スーパーバイザ エンジンとスタンバイ スーパーバイザ エンジン

が同じ Cisco IOS ソフトウェア バージョンを実行していることを前提として、SNMP 設定と MIB を同

期化するメカニズムを提供し、アクティブ スーパーバイザ エンジンからスタンバイ スーパーバイザ エ
ンジンへの SSO をサポートしています。この前提は、ISSU には当てはまりません。

ISSU を使用した場合、SNMP クライアントは必要に応じて、2 つの異なる Cisco IOS バージョン間で 
MIB の変換を行うことができます。SNMP クライアントはすべての MIB の変換を行い、アクティブ 
スーパーバイザ エンジンとスタンバイ スーパーバイザ エンジン間の送受信機能を処理します。SNMP 
の実行時に、両方の Cisco IOS リリースの MIB バージョンが同じである場合にだけ、MIB がアクティ

ブ スーパーバーザ エンジンからスタンバイ スーパーバイザ エンジンに完全に同期化されます。

Cisco Feature Navigator を使用した互換性の検証

Cisco Feature Navigator の ISSU アプリケーションでは、次の内容を実行することができます。

• ISSU 対応イメージを選択する

• 対象のイメージと互換性を持つイメージを特定する

• 2 つのイメージを比較し、それらのイメージの互換性レベル（互換性がある、ベースレベルで互換

性がある、互換性がない）を把握する

• 2 つのイメージを比較し、各 ISSU クライアントのクライアント互換性を確認する

• イメージのリリース ノートに対するリンクを提供する

ISSU プロセスの実行
デバイスの動作モードであり、ISSU を実行するための前提条件である SSO とは異なり、ISSU プロセ

スはスイッチの稼働中に実行される一連のステップです。このステップによって、Cisco IOS ソフト

ウェアが新しいソフトウェアにアップグレードまたは変更されますが、トラフィックへの影響は 小限

に抑えられます。

（注） ISSU プロセスで使用されるコマンドの説明については、図 5-8（P.5-11）を参照してください。

ここでは、次の内容について説明します。

• 「ISSU ソフトウェア インストレーションの確認」（P.5-16）

• 「スタンバイ スーパーバイザ エンジンへの新しい Cisco IOS ソフトウェアのロード」（P.5-18）（必

須）

• 「スタンバイ スーパーバイザ エンジンへの切り替え」（P.5-21）（必須）

• 「ISSU ロールバック タイマーの停止（任意）」（P.5-23）（任意）

• 「新しくスタンバイになったスーパーバイザ エンジンへの新しい Cisco IOS ソフトウェアのロー

ド」（P.5-24）

• 「ISSU プロセス中のソフトウェア アップグレードの中断」（P.5-32）

• 「アップグレード問題を回避するためのロールバック タイマーの設定」（P.5-32）

• 「ISSU 互換性マトリクス情報の表示」（P.5-34）
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ISSU ソフトウェア インストレーションの確認

ISSU プロセスには、5 つのステート（Disabled、Init、Load Version、Run Version、および System 
Reset）があります。show issu state コマンドを使用すると、現在の ISSU ステートを取得できます。

• Disabled ステート：エンジンがリセットされている間のスタンバイ スーパーバイザ エンジンの状

態。

• Init ステート：ISSU プロセスが開始する前の、2 つのスーパーバイザ エンジン（1 つはアクティブ

で、他方はスタンバイ）の初期ステート。ISSU プロセスが完了したあとの 終ステートでもある。

• Load Version（LV）ステート：スタンバイ スーパーバイザ エンジンに新しい Cisco IOS ソフト

ウェア バージョンがロードされた場合のステート。

• Run Version（RV）ステート：issu runversion コマンドによって、スーパーバイザ エンジンのス

イッチオーバーが強制されるステート。新たにアクティブになったスーパーバイザ エンジンが新

しい Cisco IOS ソフトウェア イメージを実行。

• System Reset（SR）ステート：Init ステートに達する前に issu abortversion コマンドを入力した

場合、または issu acceptversion コマンドを実行する前にロールバック タイマーの期限が切れた場

合のステート。

ISSU ソフトウェア インストレーションを確認するには、次のように show コマンドを入力します。

次に、ISSU プロセス中のスーパーバイザ エンジンのステートと現在のステータスを表示する例を示し

ます。

Switch> enable
Switch# show issu state
Switch# show redundancy

ISSU プロセスを開始する前の冗長モードの確認

ISSU プロセスを開始する前に、システムの冗長モードを確認して、NSF/SSO を必ず設定するように

してください。

次に、システムが SSO モードを開始しており、スロット 1 がアクティブ スーパーバイザ エンジンで、

スロット 2 がスタンバイ スーパーバイザ エンジンであることを確認する例を示します。両方のスー

パーバイザ エンジンで同じ Cisco IOS ソフトウェア イメージを実行しています。

Switch# show redundancy states 
       my state = 13 -ACTIVE 
     peer state = 8  -STANDBY HOT 
           Mode = Duplex
           Unit = Primary
        Unit ID = 1

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 Switch> enable 特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力しま

す。

ステップ 2 Switch# show issu state [detail] ISSU プロセス中のスーパーバイザ エンジンのステートを

表示します。

ステップ 3 Switch# show redundancy デバイスの現在または過去のステータス、モード、および

関連する冗長情報を表示します。
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Redundancy Mode (Operational) = Stateful Switchover
Redundancy Mode (Configured)  = Stateful Switchover
Redundancy State              = Stateful Switchover
Maintenance Mode = Disabled
    Manual Swact = enabled
  Communications = Up

   client count = 39
 client_notification_TMR = 240000 milliseconds
          keep_alive TMR = 9000 milliseconds
        keep_alive count = 0 
    keep_alive threshold = 18 
           RF debug mask = 0x0   

Switch# show redundancy 
Redundant System Information :
------------------------------
       Available system uptime = 1 minute
Switchovers system experienced = 0
              Standby failures = 0
        Last switchover reason = none

                 Hardware Mode = Duplex
    Configured Redundancy Mode = Stateful Switchover
     Operating Redundancy Mode = Stateful Switchover
              Maintenance Mode = Disabled
                Communications = Up

Current Processor Information :
-------------------------------
               Active Location = slot 1
        Current Software state = ACTIVE
       Uptime in current state = 0 minutes
                 Image Version = Cisco IOS Software, Catalyst 4500 L3 Switch Software 
(cat4500-ENTSERVICES-M), Version 12.2(31)SGA, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2006 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Tue 05-Sep-06 16:16 by sanjdas
                          BOOT = bootflash:old_image,1;
        Configuration register = 0x822

Peer Processor Information :
----------------------------
              Standby Location = slot 2
        Current Software state = STANDBY HOT
       Uptime in current state = 1 minute
                 Image Version = Cisco IOS Software, Catalyst 4500 L3 Switch Software 
(cat4500-ENTSERVICES-M), Version 12.2(31)SGA, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2006 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Tue 05-Sep-06 16:16 by sanjdas
                          BOOT = bootflash:old_image,1;
        Configuration register = 0x822

ISSU プロセスを開始する前の ISSU ステートの確認

アクティブ スーパーバイザ エンジンとスタンバイ スーパーバイザ エンジンがアップおよび ISSU Init 
ステートで、ブート変数が設定されており、有効なファイルが指定されていることを確認します。
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次に、プロセスが開始する前に ISSU ステートを表示する例を示します。

Switch# show issu state detail
                          Slot = 1
                      RP State = Active
                    ISSU State = Init
                 Boot Variable = bootflash:old_image,1;
                Operating Mode = Stateful Switchover
               Primary Version = N/A
             Secondary Version = N/A
               Current Version = bootflash:old_image

                          Slot = 2
                      RP State = Standby
                    ISSU State = Init
                 Boot Variable = bootflash:old_image,1;
                Operating Mode = Stateful Switchover
               Primary Version = N/A
             Secondary Version = N/A
               Current Version = bootflash:old_image

新しい Cisco IOS ソフトウェア バージョンが両方のスーパーバイザ エンジンに存在する必要がありま

す。次に、新しいバージョンが存在することを確認するために、それぞれのスーパーバイザ エンジン

のディレクトリ情報を表示する例を示します。

Switch# dir bootflash:
Directory of bootflash:/

    5  -rwx    13636500   Sep 6 2006 09:32:33 +00:00  old_image
    6  -rwx    13636500   Sep 6 2006 09:34:07 +00:00  new_image

61341696 bytes total (1111388 bytes free)

Switch# dir slavebootflash:
Directory of slavebootflash:/

    4  -rwx    13636500   Sep 6 2006 09:40:10 +00:00  old_image
    5  -rwx    13636500   Sep 6 2006 09:42:13 +00:00  new_image

61341696 bytes total (1116224 bytes free)

スタンバイ スーパーバイザ エンジンへの新しい Cisco IOS ソフトウェア
のロード

ここでは、ISSU を使用して、スタンバイ スーパーバイザ エンジンに新しい Cisco IOS ソフトウェア 
バージョンをロードする方法について説明します。

前提条件

• 新しい Cisco IOS ソフトウェア イメージのバージョンがアクティブ スーパーバイザ エンジンとス

タンバイ スーパーバイザ エンジンの両方にすでに存在していることを確認します。また、適切な

ブート パラメータ（BOOT ストリングおよびコンフィギュレーション レジスタ）がスタンバイ 
スーパーバイザ エンジンに設定されていることを確認します。

（注） ISSU が正常に実行されるためには auto-boot をイネーブルにする必要があります。
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• （任意）追加のテストおよびコマンドを実行して、あとで比較するために必要なピアおよびイン

ターフェイスの現在のステートを判別します。

• システム（アクティブ スーパーバイザ エンジンとスタンバイ スーパーバイザ エンジンの両方）が 
SSO 冗長モードになっていることを確認します。システムが SSO モードではなく、RPR モードで

ある場合、ISSU CLI コマンドを使用してシステムをアップグレードすることはできますが、アッ

プグレード中にシステムが大量のパケットを損失します。

スーパーバイザ エンジンに SSO モードを設定する方法の詳細については、『Stateful Switchover』
を参照してください。

• ISSU が機能するためには、アクティブ スーパーバイザ エンジンとスタンバイ スーパーバイザ エ
ンジンのイメージ名が一致する必要があります。

アクティブ スーパーバイザ エンジンで次の作業を行います。

次に、ISSU プロセスを開始し、スタンバイ スーパーバイザ エンジンを Standby Hot ステートで起動

し、スタンバイ スーパーバイザ エンジン（スロット 2）に新しいイメージをロードする例を示します。

Switch> enable
Switch# issu loadversion 1 bootflash:new_image 2 slavebootflash:new_image

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 Switch> enable 特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力しま

す。

ステップ 2 Switch# issu loadversion active-slot 
active-image-new standby-slot standby-image-new 
[forced]

ISSU プロセスを開始します。また、新しい Cisco IOS ソ
フトウェア バージョンに互換性がないことが検知された場

合には、自動ロールバックを無効にします（任意）。

issu loadversion コマンドを入力してからスタンバイ スー

パーバイザ エンジンに Cisco IOS ソフトウェアがロードさ

れて、スタンバイ スーパーバイザ エンジンが SSO モード

に移行するまでには数秒かかります。これによって、スタ

ンバイ スーパーバイザ エンジンに新しいイメージがリ

ロードされます。

forced オプションを使用すると、スタンバイ スーパーバ

イザ エンジンが新しいイメージで起動します。スタンバイ 
スーパーバイザ エンジンにイメージがロードされたあと、

イメージに互換性がないと、システムは強制的に RPR 
モードになります。それ以外の場合、システムは SSO 
モードを続行します。

ステップ 3 Switch# show issu state [detail] ISSU プロセス中のスーパーバイザ エンジンのステートを

表示します。ISSU プロセスのこの時点で、このコマンド

を使用して、スタンバイ スーパーバイザ エンジンがロー

ドされ、SSO モードになっていることを確認します。

 issu loadversion コマンドを入力してからスタンバイ スー

パーバイザ エンジンに Cisco IOS ソフトウェアがロードさ

れて、スタンバイ スーパーバイザ エンジンが SSO モード

に移行するまでには数秒かかります。show issu state コマ

ンドを入力するタイミングが早すぎると、必要な情報が表

示されない場合があります。

ステップ 4 Switch# show redundancy [states] 冗長ファシリティ ステート情報を表示します。
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Switch# show issu state detail
                          Slot = 1
                      RP State = Active
                    ISSU State = Load Version
                 Boot Variable = bootflash:old_image,12
                Operating Mode = Stateful Switchover
               Primary Version = bootflash:old_image
             Secondary Version = bootflash:new_image
               Current Version = bootflash:old_image

                          Slot = 2
                      RP State = Standby
                    ISSU State = Load Version
                 Boot Variable = bootflash:new_image,12;bootflash:old_image,12
                Operating Mode = Stateful Switchover
               Primary Version = bootflash:old_image
             Secondary Version = bootflash:new_image
               Current Version = bootflash:new_image

Switch# show redundancy states
       my state = 13 -ACTIVE 
     peer state = 8  -STANDBY HOT 
           Mode = Duplex
           Unit = Primary
        Unit ID = 1

Redundancy Mode (Operational) = Stateful Switchover
Redundancy Mode (Configured)  = Stateful Switchover
Redundancy State              = Stateful Switchover
Maintenance Mode = Disabled
    Manual Swact = enabled
  Communications = Up

   client count = 39
 client_notification_TMR = 240000 milliseconds
          keep_alive TMR = 9000 milliseconds
        keep_alive count = 1 
    keep_alive threshold = 18 
           RF debug mask = 0x0

次に、forced オプションによってシステムが RPR モードに移行する例を示します。

Switch> enable
Switch# issu loadversion 1 bootflash:new_image 2 slavebootflash:new_image forced
Switch# show issu state detail
                          Slot = 1
                      RP State = Active
                    ISSU State = Load Version
                 Boot Variable = bootflash:old_image,12
                Operating Mode = RPR
               Primary Version = bootflash:old_image
             Secondary Version = bootflash:new_image
               Current Version = bootflash:old_image

                          Slot = 2
                      RP State = Standby
                    ISSU State = Load Version
                 Boot Variable = bootflash:new_image,12;bootflash:old_image,12
                Operating Mode = RPR
               Primary Version = bootflash:old_image
             Secondary Version = bootflash:new_image
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               Current Version = bootflash:new_image

次に、冗長モードが RPR として表示される例を示します。

Switch# show redundancy states
       my state = 13 -ACTIVE 
     peer state = 4  -STANDBY COLD 
           Mode = Duplex
           Unit = Primary
        Unit ID = 1

Redundancy Mode (Operational) = RPR
Redundancy Mode (Configured)  = Stateful Switchover
Redundancy State              = RPR
Maintenance Mode = Disabled
    Manual Swact = enabled
  Communications = Up

   client count = 39
 client_notification_TMR = 240000 milliseconds
          keep_alive TMR = 9000 milliseconds
        keep_alive count = 1 
    keep_alive threshold = 18 
           RF debug mask = 0x0 

スタンバイ スーパーバイザ エンジンへの切り替え

この作業では、新しい Cisco IOS ソフトウェア イメージを実行しているスタンバイ スーパーバイザ エ
ンジンへのスイッチオーバー方法について説明します。

アクティブ スーパーバイザ エンジンで次の作業を行います。

次に、スタンバイだったスーパーバイザ エンジン（スロット 2）へのスイッチオーバーを発生させ、ア

クティブだったスーパーバイザ エンジンをリセットしたうえで古いイメージをリロードしてスタンバ

イ スーパーバイザ エンジンにする例を示します。

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 Switch> enable 特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力しま

す。

ステップ 2 Switch# issu runversion standby-slot 
[standby-image-new]

アクティブ スーパーバイザ エンジンからスタンバイ スー

パーバイザ エンジンへのスイッチオーバーを強制し、アク

ティブだった（現在はスタンバイ）スーパーバイザ エンジ

ンに古いイメージをリロードします。

issu runversion コマンドを入力すると、SSO スイッチ

オーバーが実行され、設定されている場合は NSF プロ

シージャが呼び出されます。

ステップ 3 Switch# show issu state [detail] ISSU プロセス中のスーパーバイザ エンジンのステートを

表示します。ISSU プロセスのこの時点で、このコマンド

を使用して、スロット 2 でスイッチオーバーが行われてい

ることを確認します。

ステップ 4 Switch# show redundancy [states] 冗長ファシリティ ステート情報を表示します。
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Switch> enable
Switch# issu runversion 2 slavebootflash:new_image
This command will reload the Active unit.  Proceed ? [confirm]

スイッチオーバーはこの時点で行われます。古いアクティブ スーパーバイザ エンジンがスタンバイ エ
ンジンになってから、新しいアクティブ スーパーバイザ エンジン上で次を行います。

Switch# show issu state detail
                          Slot = 2
                      RP State = Active
                    ISSU State = Run Version
                 Boot Variable = bootflash:new_image,12;bootflash:old_image,12
                Operating Mode = Stateful Switchover
               Primary Version = bootflash:new_image
             Secondary Version = bootflash:old_image
               Current Version = bootflash:new_image

                          Slot = 1
                      RP State = Standby
                    ISSU State = Run Version
                 Boot Variable = bootflash:old_image,12
                Operating Mode = Stateful Switchover
               Primary Version = bootflash:new_image
             Secondary Version = bootflash:old_image
               Current Version = bootflash:old_image

（注） 新しくアクティブになったスーパーバイザ エンジンは現在新しいソフトウェア バージョンを実行し、

スタンバイ スーパーバイザ エンジンは古いソフトウェア バージョンを実行し、STANDBY HOT ス
テートの状態です。

Switch# show redundancy states
       my state = 13 -ACTIVE 
     peer state = 8  -STANDBY HOT 
           Mode = Duplex
           Unit = Secondary
        Unit ID = 2

Redundancy Mode (Operational) = Stateful Switchover
Redundancy Mode (Configured)  = Stateful Switchover
Redundancy State              = Stateful Switchover
Maintenance Mode = Disabled
    Manual Swact = enabled
  Communications = Up

   client count = 39
 client_notification_TMR = 240000 milliseconds
          keep_alive TMR = 9000 milliseconds
        keep_alive count = 1 
    keep_alive threshold = 18 
           RF debug mask = 0x0 

runversion コマンドが完了すると、新しくアクティブになったスーパーバイザ エンジンが新しいソフ

トウェア バージョンを実行し、アクティブだったスーパーバイザ エンジンがスタンバイ スーパーバイ

ザ エンジンになります。スタンバイがリセットされたうえでリロードされますが、以前のソフトウェ

ア バージョンのまま、STANDBY HOT ステータスでオンラインに戻ります。次に、これらの状態を確

認する例を示します。

Switch# show redundancy
Redundant System Information :
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------------------------------
       Available system uptime = 23 minutes
Switchovers system experienced = 1
              Standby failures = 0
        Last switchover reason = user forced

                 Hardware Mode = Duplex
    Configured Redundancy Mode = Stateful Switchover
     Operating Redundancy Mode = Stateful Switchover
              Maintenance Mode = Disabled
                Communications = Up

Current Processor Information :
-------------------------------
               Active Location = slot 2
        Current Software state = ACTIVE
       Uptime in current state = 11 minutes
                 Image Version = Cisco IOS Software, Catalyst 4500 L3 Switch Software 
(cat4500-ENTSERVICES-M), Version 12.2(31)SGA, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2006 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Tue 05-Sep-06 16:16 by sanjdas
                          BOOT = bootflash:new_image,12;bootflash:old_image,12
        Configuration register = 0x822

Peer Processor Information :
----------------------------
              Standby Location = slot 1
        Current Software state = STANDBY HOT
       Uptime in current state = 4 minutes
                 Image Version = Cisco IOS Software, Catalyst 4500 L3 Switch Software 
(cat4500-ENTSERVICES-M), Version 12.2(31)SGA, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2006 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Tue 05-Sep-06 16:16 by sanjdas
                          BOOT = bootflash:old_image,12
        Configuration register = 0x822

ISSU ロールバック タイマーの停止（任意）

ここでは、ロールバック タイマーを停止する方法について説明します。これは、任意で行う操作です。

ロールバック タイマーが「タイムアウト」する前に次の手順を実行しなかった場合、システムが自動

的に ISSU プロセスを中断し、元の Cisco IOS ソフトウェア バージョンに戻ります。デフォルトのロー

ルバック タイマーは 45 分です。

行う必要がある操作は、次のように判断します。

• スイッチを長時間この状態で維持する場合は、ロールバック タイマーを停止する必要があります

（その後、確認して、直接 acceptversion コマンドを実行します）。

• 45 分間のロールバック タイマー時間内に次のステップ（「commitversion」を実行）に進む場合

は、ロールバック タイマーを停止する必要はありません。

（注） issu runversion コマンドのあと、任意で issu acceptversion コマンドを実行することができます。
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次に、停止する前のタイマーを表示する例を示します。次の例では、Automatic Rollback Time 情報は

自動ロール バックが行われるまでの時間を示します。

Switch> enable
Switch# show issu rollback-timer
        Rollback Process State = In progress
      Configured Rollback Time = 45:00
       Automatic Rollback Time = 38:30

Switch# issu acceptversion 2 bootflash:new_image
% Rollback timer stopped. Please issue the commitversion command.
Switch# show issu rollback-timer
        Rollback Process State = Not in progress
      Configured Rollback Time = 45:00

新しくスタンバイになったスーパーバイザ エンジンへの新しい Cisco IOS 
ソフトウェアのロード

ここでは、新しくスタンバイになったスーパーバイザ エンジンに新しい Cisco IOS ソフトウェア バー

ジョンをロードする方法について説明します。

アクティブ スーパーバイザ エンジンで次の作業を行います。

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 Switch> enable 特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力しま

す。

ステップ 2 Switch# issu acceptversion active-slot 
[active-image-new]

ロールバック タイマーを中止し、新しい Cisco IOS ISSU 
プロセスが ISSU プロセス中に自動的に中断されていない

ようにします。

ロールバック タイマーによって指定された時間内に issu 
acceptversion コマンドを入力して、スーパーバイザ エン

ジンが外部への接続を確立したことを承認します。そうし

ないと、ISSU プロセスが終了し、システムはスタンバイ 
スーパーバイザ エンジンに切り替えて、以前の Cisco IOS 
ソフトウェア バージョンに戻ります。

ステップ 3 Switch# show issu rollback-timer 自動ロール バックが行われるまでの時間を表示します。

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 Switch> enable 特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力しま

す。

ステップ 2 Switch# issu commitversion standby-slot-number 
[standby-image-new]

新しい Cisco IOS ソフトウェア イメージがスタンバイ スー

パーバイザ エンジンにロードされるようにします。
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次に、現在のスタンバイ スーパーバイザ エンジン（スロット 1）をリセットして、新しい Cisco IOS 
ソフトウェア バージョンをリロードする例を示します。commitversion コマンドを入力したあと、ス

タンバイ スーパーバイザ エンジンが Standby Hot ステートで起動します。

Switch> enable
Switch# issu commitversion 1 slavebootflash:new_image

Wait till standby supervisor is reloaded with the new image. Then apply the following:

Switch# show redundancy states
00:17:12: %RF-5-RF_TERMINAL_STATE: Terminal state reached for (SSO)
       my state = 13 -ACTIVE 
     peer state = 8  -STANDBY HOT 
           Mode = Duplex
           Unit = Secondary
        Unit ID = 2

Redundancy Mode (Operational) = Stateful Switchover
Redundancy Mode (Configured)  = Stateful Switchover
Redundancy State              = Stateful Switchover
Maintenance Mode = Disabled
    Manual Swact = enabled
  Communications = Up

   client count = 39
 client_notification_TMR = 240000 milliseconds
          keep_alive TMR = 9000 milliseconds
        keep_alive count = 0 
    keep_alive threshold = 18 
           RF debug mask = 0x0 

Switch# show redundancy 
Redundant System Information :
------------------------------
       Available system uptime = 41 minutes
Switchovers system experienced = 1
              Standby failures = 1
        Last switchover reason = user forced

                 Hardware Mode = Duplex
    Configured Redundancy Mode = Stateful Switchover
     Operating Redundancy Mode = Stateful Switchover
              Maintenance Mode = Disabled
                Communications = Up

Current Processor Information :
-------------------------------
               Active Location = slot 2
        Current Software state = ACTIVE
       Uptime in current state = 29 minutes
                 Image Version = Cisco IOS Software, Catalyst 4500 L3 Switch Software 
(cat4500-ENTSERVICES-M), Version 12.2(31)SGA, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

ステップ 3 Switch# show redundancy [states] 冗長ファシリティ ステート情報を表示します。

ステップ 4 Switch# show issu state [detail] ISSU プロセス中のスーパーバイザ エンジンのステートを

表示します。ISSU プロセスのこの時点で、このコマンド

を使用して、スロット 2 でスイッチオーバーが行われてい

ることを確認します。

コマンドまたはアクション 目的



5-26
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-25340-01-J

第 5 章      Cisco IOS インサービス ソフトウェア アップグレード プロセスの設定

ISSU プロセスの実行

Copyright (c) 1986-2006 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Tue 05-Sep-06 16:16 by sanjdas
                          BOOT = bootflash:new_image,12;bootflash:old_image,1;
        Configuration register = 0x822

Peer Processor Information :
----------------------------
              Standby Location = slot 1
        Current Software state = STANDBY HOT
       Uptime in current state = 12 minutes
                 Image Version = Cisco IOS Software, Catalyst 4500 L3 Switch Software 
(cat4500-ENTSERVICES-M), Version 12.2(31)SGA, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2006 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Tue 05-Sep-06 16:16 by sanjdas
                          BOOT = bootflash:new_image,12;bootflash:old_image,1;
        Configuration register = 0x822

Switch# show issu state detail
                          Slot = 2
                      RP State = Active
                    ISSU State = Init
                 Boot Variable = bootflash:new_image,12;bootflash:old_image,1;
                Operating Mode = Stateful Switchover
               Primary Version = N/A
             Secondary Version = N/A
               Current Version = bootflash:new_image

                          Slot = 1
                      RP State = Standby
                    ISSU State = Init
                 Boot Variable = bootflash:new_image,12;bootflash:old_image,1;
                Operating Mode = Stateful Switchover
               Primary Version = N/A
             Secondary Version = N/A
               Current Version = bootflash:new_image

ISSU プロセスが完了しました。これ以降、Cisco IOS ソフトウェア バージョンのアップグレードまた

はダウングレードを行うには、新しい ISSU プロセスの起動が必要になります。

changeversion を使用した ISSU アップグレードの自動化

このタスクでは、issu changeversion コマンドを使用して 1 ステップの ISSU アップグレードを実行す

る方法について説明します。

前提条件

• 新しい Cisco IOS ソフトウェア イメージのバージョンがアクティブ スーパーバイザ エンジンとス

タンバイ スーパーバイザ エンジンの両方にすでに存在していることを確認します。また、適切な

ブート パラメータ（BOOT 文字列と設定レジスタ）が、アクティブ スーパーバイザ エンジンとス

タンバイ スーパーバイザ エンジンに設定されていることを確認します。

• （任意）追加のテストおよびコマンドを実行して、あとで比較するために必要なピアおよびイン

ターフェイスの現在のステートを判別します。

• システム（アクティブ スーパーバイザ エンジンとスタンバイ スーパーバイザ エンジンの両方）が 
SSO 冗長モードになっていることを確認します。システムが RPR モードである場合、ISSU CLI 
コマンドを使用してシステムをアップグレードすることはできますが、アップグレード中にシステ

ムが大量のパケットを損失します。
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スーパーバイザ エンジンに SSO モードを設定する方法の詳細については、『Stateful Switchover』
を参照してください（第 9 章「Supervisor Engine 6-E および Supervisor Engine 6L-E で RPR およ

び SSO を使用したスーパーバイザ エンジンの冗長構成の設定」を参照）。

• ISSU が機能するためには、アクティブ スーパーバイザ エンジンとスタンバイ スーパーバイザ エ
ンジン上の IOS XE ソフトウェア イメージ ファイル名が一致する必要があります。

アクティブ スーパーバイザ エンジンで次の手順を実行します。

次に、スロット番号 5（現在のアクティブ スーパーバイザ エンジンのスロット）で issu changeversion 
コマンドを使用して ISSU アップグレード プロセスを開始する例を示します。show issu state detail コ
マンドと show redundancy コマンドの出力が含まれており、アップグレード手順前後のスーパーバイ

ザ ステートが確認できます。

（注） 下の出力に含まれる成功メッセージは、ISSU アップグレード手順が ISSU ステートを進むため、いく

らか遅延した後で表示されます。

Switch> enable

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 Switch> enable 特権 EXEC モードをイネーブルにします。

プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 Switch# issu changeversion [active-slot 
active-image-new]] [standby-slot 
[standby-image-new]] [at hh:mm | in hh:mm] 
[quick]

単一ステップの完全アップグレード プロセス サイクルを

開始します。ユーザの介入なしで 4 つの標準コマンド

（issu loadversion、issu runversion、issu acceptversion、お

よび issu commitversion）のロジックを実行します。

active-slot：アクティブなスロット番号を定義します。

new-image：アップグレード先の IOS XE イメージの URL 
を指定します。

standby-slot：スタンバイ スロット番号を定義します。

standby-image：スタンバイ IOS XE イメージの URL を指

定します。

at hh:mm：将来開始する ISSU アップグレードをスケジュー

ルします。次の 24 時間以内にアップグレードを開始する正

確な時刻（hh:mm、24 時間形式）を入力します。

in hh:mm：将来開始する ISSU アップグレードをスケ

ジュールします。アップグレードを開始する前に経過する

時間および分の長さ（hh:mm 形式）を指定します（ 大 
99:59）。

quick：スイッチオーバー時に、スタンバイ スーパーバイ

ザ エンジンを古いイメージではなく、新しいイメージで

ブートすることによって、アップグレードを高速化しま

す。

ステップ 3 Switch# show issu state [detail] ISSU プロセス中のスーパーバイザ エンジンのステートを

表示します。ISSU プロセスのこの時点で、このコマンド

を使用して、スタンバイ スーパーバイザ エンジンがロー

ドされ、SSO モードになっていることを確認します。

ステップ 4 Switch# show redundancy [states] 冗長ファシリティ ステート情報を表示します。



5-28
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-25340-01-J

第 5 章      Cisco IOS インサービス ソフトウェア アップグレード プロセスの設定

ISSU プロセスの実行

Switch# show issu state detail
                               Slot = 5
                           RP State = Active
                         ISSU State = Init
                     Operating Mode = Stateful Switchover
                      Current Image = bootflash:x.bin
          Pre-ISSU (Original) Image = N/A
         Post-ISSU (Targeted) Image = N/A

                               Slot = 6
                           RP State = Standby
                         ISSU State = Init
                     Operating Mode = Stateful Switchover
                      Current Image = bootflash:x.bin
          Pre-ISSU (Original) Image = N/A
         Post-ISSU (Targeted) Image = N/A

Switch# show redundancy
Redundant System Information :

------------------------------
       Available system uptime = 12 minutes
Switchovers system experienced = 0
              Standby failures = 0
        Last switchover reason = none

                 Hardware Mode = Duplex
    Configured Redundancy Mode = Stateful Switchover
     Operating Redundancy Mode = Stateful Switchover
              Maintenance Mode = Disabled
                Communications = Up

Current Processor Information :
------------------------------
               Active Location = slot 5
        Current Software state = ACTIVE
       Uptime in current state = 9 minutes
                 Image Version = Cisco IOS Software, IOS-XE Software, Catalyst 4500 L3 
Switch Software (cat4500e-UNIVERSALK9-M), Version 03.00.00.1.68 CISCO UNIVERSAL 
DEVELOPMENT K10 IOSD TEST VERSION
Copyright (c) 1986-2010 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Sun 29-Aug-10 03:57 by gsbuprod
        Configuration register = 0x2920

Peer Processor Information :
------------------------------
              Standby Location = slot 6
        Current Software state = STANDBY HOT
       Uptime in current state = 2 minutes
                 Image Version = Cisco IOS Software, IOS-XE Software, Catalyst 4500 L3 
Switch Software (cat4500e-UNIVERSALK9-M), Version 03.00.00.1.68 CISCO UNIVERSAL 
DEVELOPMENT K10 IOSD TEST VERSION
Copyright (c) 1986-2010 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Sun 29-Aug-10 03:57 by gsbuprod
        Configuration register = 0x2920

Switch# issu changeversion bootflash:y.bin 
% 'issu changeversion' is now executing 'issu loadversion'
% issu loadversion executed successfully, Standby is being reloaded

% changeversion finished executing loadversion, waiting for standby to reload and reach 
SSO ...
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（注） スタンバイにターゲット イメージがリロードされます。

.....

.....

*Feb 25 20:41:00.479: %INSTALLER-7-ISSU_OP_SUCC:  issu changeversion is now executing 
'issu runversion'
*Feb 25 20:41:03.639: %INSTALLER-7-ISSU_OP_SUCC:  issu changeversion successfully executed 
'issu runversion'

（注） スイッチオーバーが発生します。

......

......

新しいアクティブ スーパーバイザ エンジンのコンソールを確認します。

*Feb 25 20:47:39.859: %RF-5-RF_TERMINAL_STATE: Terminal state reached for (SSO) 
*Feb 25 20:47:39.971: %INSTALLER-7-ISSU_OP_SUCC:  issu changeversion is now executing 
'issu commitversion'
…..
…..

（注） 新しいスタンバイ スーパーバイザにターゲット イメージがリロードされます。SSO terminal 
ステートに達すると changeversion が成功します。

*Feb 25 20:54:16.092: %HA_CONFIG_SYNC-6-BULK_CFGSYNC_SUCCEED: Bulk Sync succeeded
*Feb 25 20:54:16.094: %RF-5-RF_TERMINAL_STATE: Terminal state reached for (SSO) 
Switch#

Switch# show issu state detail

                               Slot = 6
                           RP State = Active
                         ISSU State = Init
                     Operating Mode = Stateful Switchover
                      Current Image = bootflash:y.bin
          Pre-ISSU (Original) Image = N/A
         Post-ISSU (Targeted) Image = N/A

                               Slot = 5
                           RP State = Standby
                         ISSU State = Init
                     Operating Mode = Stateful Switchover
                      Current Image = bootflash:y.bin
          Pre-ISSU (Original) Image = N/A
         Post-ISSU (Targeted) Image = N/A

Switch# show redundancy
Redundant System Information :

------------------------------
       Available system uptime = 12 minutes
Switchovers system experienced = 0
              Standby failures = 0
        Last switchover reason = none
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                 Hardware Mode = Duplex
    Configured Redundancy Mode = Stateful Switchover
     Operating Redundancy Mode = Stateful Switchover
              Maintenance Mode = Disabled
                Communications = Up

Current Processor Information :
------------------------------
               Active Location = slot 6
        Current Software state = ACTIVE
       Uptime in current state = 9 minutes
                 Image Version = Cisco IOS Software, IOS-XE Software, Catalyst 4500 L3 
Switch Software (cat4500e-UNIVERSALK9-M), Version 03.00.00.1.68 CISCO UNIVERSAL 
DEVELOPMENT K10 IOSD TEST VERSION
Copyright (c) 1986-2010 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Sun 29-Aug-10 03:57 by gsbuprod
        Configuration register = 0x2920

Peer Processor Information :
------------------------------
              Standby Location = slot 5
        Current Software state = STANDBY HOT
       Uptime in current state = 2 minutes
                 Image Version = Cisco IOS Software, IOS-XE Software, Catalyst 4500 L3 
Switch Software (cat4500e-UNIVERSALK9-M), Version 03.00.00.1.68 CISCO UNIVERSAL 
DEVELOPMENT K10 IOSD TEST VERSION
Copyright (c) 1986-2010 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Sun 29-Aug-10 03:57 by gsbuprod
        Configuration register = 0x2920

次に、at コマンド オプション付きの issu changeversion を使用して、指定した時刻に ISSU アップグ

レード手順が自動的に開始されるようにスケジュールする例を示します。この例では、ISSU アップグ

レードが 16:30（24 時間形式）に開始するように指定します。show issu state detail コマンドと show 
redundancy コマンドの出力は、issu changeversion コマンドが入力された前後のスーパーバイザの状

態を示すために含まれます。

Switch> enable
Switch# show issu state detail
                               Slot = 5
                           RP State = Active
                         ISSU State = Init
                     Operating Mode = Stateful Switchover
                      Current Image = bootflash:x.bin
          Pre-ISSU (Original) Image = N/A
         Post-ISSU (Targeted) Image = N/A

                               Slot = 6
                           RP State = Standby
                         ISSU State = Init
                     Operating Mode = Stateful Switchover
                      Current Image = bootflash:x.bin
          Pre-ISSU (Original) Image = N/A
         Post-ISSU (Targeted) Image = N/A

Switch# show redundancy
Redundant System Information :

------------------------------
       Available system uptime = 12 minutes
Switchovers system experienced = 0
              Standby failures = 0
        Last switchover reason = none
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                 Hardware Mode = Duplex
    Configured Redundancy Mode = Stateful Switchover
     Operating Redundancy Mode = Stateful Switchover
              Maintenance Mode = Disabled
                Communications = Up

Current Processor Information :
------------------------------
               Active Location = slot 5
        Current Software state = ACTIVE
       Uptime in current state = 9 minutes
                 Image Version = Cisco IOS Software, IOS-XE Software, Catalyst 4500 L3 
Switch Software (cat4500e-UNIVERSALK9-M), Version 03.00.00.1.68 CISCO UNIVERSAL 
DEVELOPMENT K10 IOSD TEST VERSION
Copyright (c) 1986-2010 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Sun 29-Aug-10 03:57 by gsbuprod
        Configuration register = 0x2920

Peer Processor Information :
------------------------------
              Standby Location = slot 6
        Current Software state = STANDBY HOT
       Uptime in current state = 2 minutes
                 Image Version = Cisco IOS Software, IOS-XE Software, Catalyst 4500 L3 
Switch Software (cat4500e-UNIVERSALK9-M), Version 03.00.00.1.68 CISCO UNIVERSAL 
DEVELOPMENT K10 IOSD TEST VERSION
Copyright (c) 1986-2010 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Sun 29-Aug-10 03:57 by gsbuprod
        Configuration register = 0x2920

Switch# issu changeversion 5 bootflash:y.bin 6 slavebootflash:y at 16:30
% 'issu changeversion' was executed at [ Apr 12 16:27:43 ].
% The planned ISSU changeversion is to occur in (hh:mm:ss) [ 00:03:00 ] at [ Apr 12 
16:30:43 ].
% Current system time: [ Apr 12 16:27:43 ]
% Planned upgrade image: bootflash:y.bin
% To cancel the planned upgrade, please execute 'issu abortversion'

Switch# show issu state detail
                               Slot = 5
                           RP State = Active
                         ISSU State = Init
                        Changeversion = TRUE
                     Operating Mode = Stateful Switchover
                      Current Image = bootflash:x.bin
          Pre-ISSU (Original) Image = N/A
         Post-ISSU (Targeted) Image = N/A

                               Slot = 6
                           RP State = Standby
                         ISSU State = Init
                        Changeversion = TRUE
                     Operating Mode = Stateful Switchover
                      Current Image = bootflash:x.bin
          Pre-ISSU (Original) Image = N/A
         Post-ISSU (Targeted) Image = N/A
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ISSU プロセス中のソフトウェア アップグレードの中断

issu abortversion コマンドを入力して、どの段階においても手動で ISSU プロセスを中断できます

（issu commitversion コマンドを入力する前）。また、ソフトウェアによる障害の検知によっても、

ISSU プロセスは自動的に中断します。

（注） スタンバイ スーパーバイザ エンジンが Standby Hot ステートに移行する前に、issu abortversion コマ

ンドを発行すると、トラフィックが中断する可能性があります。

issu loadversion コマンドを入力した後にプロセスを打ち切ると、スタンバイ スーパーバイザ エンジ

ンがリセットされ、元のソフトウェアがリロードされます。

issu runversion または issu acceptversion コマンドのいずれかを入力したあとにプロセスが中断され

た場合は、元のソフトウェア バージョンを引き続き実行している新しいスタンバイ スーパーバイザ エ
ンジンで 2 回めのスイッチオーバーが実行されます。新しいソフトウェアを実行していたスーパーバイ

ザ エンジンがリセットされ、元のソフトウェア バージョンがリロードされます。

（注） アクティブ スーパーバイザ エンジン上で abortversion コマンドを入力する前に、スタンバイ スー

パーバイザ エンジンが完全にブートしていることを確認します。

ここでは、issu commitversion コマンドを使用して ISSU プロセスを完了する前に、ISSU プロセスを

中断する方法について説明します。

アクティブ スーパーバイザ エンジンで次の作業を行います。

次に、スロット番号 2（現在アクティブなスーパーバイザ エンジンのスロット）の ISSU プロセスを中

断する例を示します。

Switch> enable
Switch# issu abortversion 2

アップグレード問題を回避するためのロールバック タイマーの設定

Cisco IOS ソフトウェアは、新しくアクティブになったスーパーバイザ エンジンとスタンバイ スー

パーバイザ エンジンとの通信がアップグレードによって、切断された状態になるのを回避するために、

ISSU ロールバック タイマーを維持します。

新しいソフトウェアがコミットされていない場合、または Run Version モード中にスイッチへの接続が

失われた場合にユーザが待つ必要がないように、ロールバック タイマーを 45 分（デフォルト）以内に

設定することもできます。新しいイメージをコミットする前に新しい Cisco IOS ソフトウェアの動作を

確認するための十分な時間が必要な場合は、45 分を超える値にロールバック タイマーを設定すること

もできます。

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 Switch> enable 特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力しま

す。

ステップ 2 Switch# issu abortversion active slot 
[active-image-new]

進行中の ISSU アップグレードまたはダウングレード プ
ロセスをキャンセルし、ルータのステートを、プロセス

が開始する前のステートに戻します。
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（注） 有効なタイマー値の範囲は、0 ～ 7200 秒（2 時間）です。0 秒の値を設定すると、ロールバック タイ

マーはディセーブルになります。

ISSU プロセスが正常に行われていることに満足し、現在の状態を保つ場合は、issu acceptversion コ
マンドを入力することにより、承諾したことを示す必要があります。これにより、ロールバック タイ

マーが停止します。issu acceptversion コマンドを入力することは、ISSU プロセスを進めるうえで非

常に重要です。

この段階で issu commitversion コマンドを入力することは、issu acceptversion コマンドと issu 
commitversion コマンドの両方を入力することと同じです。今のところ現在の状態で実行しない予定

で、新しいソフトウェア バージョンに満足している場合は、issu commitversion コマンドを使用しま

す。

（注） ロールバック タイマーは、ISSU の Init ステートでだけ設定できます。

ロール バック タイマーを設定するには、次の作業を行います。

次に、ロールバック タイマーを 3600 秒に設定する例を示します。

Switch> enable
Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)# issu set rollback-timer 3600
% Rollback timer value set to [ 3600 ] seconds

Switch(config)# exit

Switch# show issu rollback-timer
        Rollback Process State = Not in progress
      Configured Rollback Time = 60:00

次の例で示すように、ロールバック タイマーを LV ステートで設定することはできません。

Switch# show issu state detail
                          Slot = 1
                      RP State = Active
                    ISSU State = Load Version
                 Boot Variable = bootflash:old_image,12
                Operating Mode = RPR
               Primary Version = bootflash:old_image
             Secondary Version = bootflash:new_image
               Current Version = bootflash:old_image

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 Switch> enable 特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力しま

す。

ステップ 2 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 3 Switch(config)# issu set rollback-timer 
hh::mm::ss

ロールバック タイマー値を設定します。

ステップ 4 Switch(config)# exit 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 Switch# show issu rollback-timer ISSU ロールバック タイマーの現在の設定を表示します。
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                          Slot = 2
                      RP State = Standby
                    ISSU State = Load Version
                 Boot Variable = bootflash:new_image,12;bootflash:old_image,12
                Operating Mode = RPR
               Primary Version = bootflash:old_image
             Secondary Version = bootflash:new_image
               Current Version = bootflash:new_image

Switch# show issu rollback-timer 
        Rollback Process State = Not in progress
      Configured Rollback Time = 60:00

Switch# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)# issu set rollback-timer 20
% ISSU state should be [ init ] to set the rollback timer

ISSU 互換性マトリクス情報の表示

ISSU 互換性マトリクスには、該当するバージョンにかかわる他のソフトウェア イメージに関する情報

が含まれます。この互換性マトリクスには、2 つのソフトウェア バージョン（1 つは、アクティブ スー

パーバイザ エンジンで実行されるソフトウェア バージョンで、もう一方はスタンバイ スーパーバイザ 
エンジンで実行されるソフトウェア バージョン）の互換性が示され、これによって、システムは実現

可能な も高度な動作モードを判別できます。この情報は、ユーザが ISSU を使用するかどうかを判断

する場合にも役立ちます。

ISSU 互換性マトリクスに関する情報を表示するには、次の作業を行います。

次に、ネゴシエートされた互換性マトリクスに関する情報を表示する例を示します。

Switch> enable
Switch# show issu comp-matrix negotiated 

CardType: WS-C4507R(112), Uid: 2,  Image Ver: 12.2(31)SGA
Image Name: cat4500-ENTSERVICES-M

Cid     Eid     Sid     pSid    pUid      Compatibility
=======================================================
2       1       262151  3       1         COMPATIBLE
3       1       262160  5       1         COMPATIBLE
4       1       262163  9       1         COMPATIBLE

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 Switch> enable 特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力しま

す。

ステップ 2 Switch# show issu comp-matrix 
{negotiated | stored | xml}

ISSU 互換性マトリクスに関する情報を表示します。

• negotiated：ネゴシエートされた互換性マトリクス情

報を表示します。

• stored：保存された互換性マトリクス情報を表示しま

す。 

• xml：ネゴシエートされた互換性マトリクス情報を 
XML 形式で表示します。
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5       1       262186  25      1         COMPATIBLE
7       1       262156  10      1         COMPATIBLE
8       1       262148  7       1         COMPATIBLE
9       1       262155  1       1         COMPATIBLE
10      1       262158  2       1         COMPATIBLE
11      1       262172  6       1         COMPATIBLE
100     1       262166  13      1         COMPATIBLE
110     113     262159  14      1         COMPATIBLE
200     1       262167  24      1         COMPATIBLE
2002    1       -       -       -         UNAVAILABLE
2003    1       262185  23      1         COMPATIBLE
2004    1       262175  16      1         COMPATIBLE
2008    1       262147  26      1         COMPATIBLE
2008    1       262168  27      1         COMPATIBLE
2010    1       262171  32      1         COMPATIBLE
2012    1       262180  31      1         COMPATIBLE
2021    1       262170  41      1         COMPATIBLE
2022    1       262152  42      1         COMPATIBLE
2023    1       -       -       -         UNAVAILABLE
2024    1       -       -       -         UNAVAILABLE
2025    1       -       -       -         UNAVAILABLE
2026    1       -       -       -         UNAVAILABLE
2027    1       -       -       -         UNAVAILABLE
2028    1       -       -       -         UNAVAILABLE
2054    1       262169  8       1         COMPATIBLE
2058    1       262154  29      1         COMPATIBLE
2059    1       262179  30      1         COMPATIBLE
2067    1       262153  12      1         COMPATIBLE
2068    1       196638  40      1         COMPATIBLE
2070    1       262145  21      1         COMPATIBLE
2071    1       262178  11      1         COMPATIBLE
2072    1       262162  28      1         COMPATIBLE
2073    1       262177  33      1         COMPATIBLE
2077    1       262165  35      1         COMPATIBLE
2078    1       196637  34      1         COMPATIBLE
2079    1       262176  36      1         COMPATIBLE
2081    1       262150  37      1         COMPATIBLE
2082    1       262161  39      1         COMPATIBLE
2083    1       262184  20      1         COMPATIBLE
2084    1       262183  38      1         COMPATIBLE
4001    101     262181  17      1         COMPATIBLE
4002    201     262164  18      1         COMPATIBLE
4003    301     262182  19      1         COMPATIBLE
4004    401     262146  22      1         COMPATIBLE
4005    1       262149  4       1         COMPATIBLE

Message group summary:
Cid     Eid     GrpId     Sid     pSid    pUid    Nego Result
=============================================================
2       1       1         262151  3       1       Y
3       1       1         262160  5       1       Y
4       1       1         262163  9       1       Y
5       1       1         262186  25      1       Y
7       1       1         262156  10      1       Y
8       1       1         262148  7       1       Y
9       1       1         262155  1       1       Y
10      1       1         262158  2       1       Y
11      1       1         262172  6       1       Y
100     1       1         262166  13      1       Y
110     113     115       262159  14      1       Y
200     1       1         262167  24      1       Y
2002    1       2         -       -       -       N - did not negotiate
2003    1       1         262185  23      1       Y
2004    1       1         262175  16      1       Y
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2008    1       1         262147  26      1       Y
2008    1       2         262168  27      1       Y
2010    1       1         262171  32      1       Y
2012    1       1         262180  31      1       Y
2021    1       1         262170  41      1       Y
2022    1       1         262152  42      1       Y
2023    1       1         -       -       -       N - did not negotiate
2024    1       1         -       -       -       N - did not negotiate
2025    1       1         -       -       -       N - did not negotiate
2026    1       1         -       -       -       N - did not negotiate
2027    1       1         -       -       -       N - did not negotiate
2028    1       1         -       -       -       N - did not negotiate
2054    1       1         262169  8       1       Y
2058    1       1         262154  29      1       Y
2059    1       1         262179  30      1       Y
2067    1       1         262153  12      1       Y
2068    1       1         196638  40      1       Y
2070    1       1         262145  21      1       Y
2071    1       1         262178  11      1       Y
2072    1       1         262162  28      1       Y
2073    1       1         262177  33      1       Y
2077    1       1         262165  35      1       Y
2078    1       1         196637  34      1       Y
2079    1       1         262176  36      1       Y
2081    1       1         262150  37      1       Y
2082    1       1         262161  39      1       Y
2083    1       1         262184  20      1       Y
2084    1       1         262183  38      1       Y
4001    101     1         262181  17      1       Y
4002    201     1         262164  18      1       Y
4003    301     1         262182  19      1       Y
4004    401     1         262146  22      1       Y
4005    1       1         262149  4       1       Y

List of Clients:
Cid       Client Name              Base/Non-Base
================================================
2         ISSU Proto client        Base
3         ISSU RF                  Base
4         ISSU CF client           Base
5         ISSU Network RF client   Base
7         ISSU CONFIG SYNC         Base
8         ISSU ifIndex sync        Base
9         ISSU IPC client          Base
10        ISSU IPC Server client   Base
11        ISSU Red Mode Client     Base
100       ISSU rfs client          Base
110       ISSU ifs client          Base
200       ISSU Event Manager clientBase
2002      CEF Push ISSU client     Base
2003      ISSU XDR client          Base
2004      ISSU SNMP client         Non-Base
2008      ISSU Tableid Client      Base
2010      ARP HA                   Base
2012      ISSU HSRP Client         Non-Base
2021      XDR Int Priority ISSU cliBase
2022      XDR Proc Priority ISSU clBase
2023      FIB HWIDB ISSU client    Base
2024      FIB IDB ISSU client      Base
2025      FIB HW subblock ISSU clieBase
2026      FIB SW subblock ISSU clieBase
2027      Adjacency ISSU client    Base
2028      FIB IPV4 ISSU client     Base
2054      ISSU process client      Base
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2058      ISIS ISSU RTR client     Non-Base
2059      ISIS ISSU UPD client     Non-Base
2067      ISSU PM Client           Base
2068      ISSU PAGP_SWITCH Client  Non-Base
2070      ISSU Port Security clientNon-Base
2071      ISSU Switch VLAN client  Non-Base
2072      ISSU dot1x client        Non-Base
2073      ISSU STP                 Non-Base
2077      ISSU STP MSTP            Non-Base
2078      ISSU STP IEEE            Non-Base
2079      ISSU STP RSTP            Non-Base
2081      ISSU DHCP Snooping clientNon-Base
2082      ISSU IP Host client      Non-Base
2083      ISSU Inline Power client Non-Base
2084      ISSU IGMP Snooping clientNon-Base
4001      ISSU C4K Chassis client  Base
4002      ISSU C4K Port client     Base
4003      ISSU C4K Rkios client    Base
4004      ISSU C4K HostMan client  Base
4005      ISSU C4k GaliosRedundancyBase

次に、保存された互換性マトリクスに関する情報を表示する例を示します。

Switch# show issu comp-matrix stored
 
Number of Matrices in Table = 1
 
        (1) Matrix for cat4500-ENTSERVICES-M(112) - cat4500-ENTSERVICES-M(112) 
        ==========================================
        Start Flag (0xDEADBABE)

                My Image ver:  12.2(53)SG
                Peer Version    Compatibility
                ------------    -------------
                12.2(31)SGA5            Base(2)
                12.2(44)SG              Base(2)
                12.2(31)SGA6            Base(2)
                12.2(31)SGA7            Base(2)
                12.2(46)SG              Base(2)
                12.2(44)SG1             Base(2)
                12.2(31)SGA8            Base(2)
                12.2(50)SG              Dynamic(0)
                12.2(31)SGA9            Base(2)
                12.2(50)SG1             Dynamic(0)
                12.2(50)SG2             Dynamic(0)
                12.2(52)SG              Dynamic(0)
                12.2(31)SGA10           Base(2)
                12.2(50)SG3             Dynamic(0)
                12.2(53)SG              Comp(3)

Dynamic(0) が Dynamic Image Version Compatibility（DIVC）機能付きの Cisco IOS Release 12.2(50) 
SG で導入されました。DIVC では、Incomp(1)、Base(2)、または Comp(3) ではなく Dynamic(0) が保

存されます。互換性は、2 の異なる DIVC 対応イメージが ISSU 時にアクティブ スーパーバイザ エン

ジンおよびスタンバイ スーパーバイザ エンジン上で実行されているときのランタイム時に決定されま

す。

Catalyst 4500 スイッチでは、保存された互換性マトリクスの値 Dynamic(0) は通常、2 つのイメージ間

のロール バック ネゴシエーション時に、Base(2) または Comp(3) になります。保存された互換性マト

リクスに他のイメージ名があるかぎり、Incomp(1) は確認できません。
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ISSU 互換性マトリクス情報の表示

ISSU 互換性マトリクスには、他の IOS XE ソフトウェア リリースと該当するバージョンに関する情報

が含まれます。この互換性マトリクスには、2 つのソフトウェア バージョン（1 つは、アクティブ スー

パーバイザ エンジンで実行されるソフトウェア バージョンで、もう一方はスタンバイ スーパーバイザ 
エンジンで実行されるソフトウェア バージョン）の互換性が示され、これによって、システムは実現

可能な も高度な動作モードを判別できます。この情報は、ユーザが ISSU を使用するかどうかを判断

する場合にも役立ちます。

ここでは、ISSU 互換性マトリクスに関する情報を表示する方法を示します。

次に、ネゴシエートされた互換性マトリクスに関する情報を表示する例を示します。

Switch> enable
Switch# show issu comp-matrix negotiated 

CardType: WS-C4507R-E(182), Uid: 4,  Image Ver: 03.00.00.1.68
Image Name: cat4500e-UNIVERSALK9-M

Cid     Eid     Sid     pSid    pUid      Compatibility
=======================================================
2       1       131078  3       3         COMPATIBLE
3       1       131100  5       3         COMPATIBLE
4       1       131123  9       3         COMPATIBLE
.....
.....

Message group summary:
Cid     Eid     GrpId     Sid     pSid    pUid    Nego Result
=============================================================
2       1       1         131078  3       3       Y
3       1       1         131100  5       3       Y
4       1       1         131123  9       3       Y
.....
.....

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 Switch> enable 特権 EXEC モードをイネーブルにします。プロンプトが表

示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 Switch# show issu comp-matrix 
{negotiated | stored | xml}

ISSU 互換性マトリクスに関する情報を表示します。

• negotiated：ネゴシエートされた互換性マトリクス情

報を表示します。

• stored：保存された互換性マトリクス情報を表示しま

す。 

• xml：ネゴシエートされた互換性マトリクス情報を 
XML 形式で表示します。

（注） これらのコマンドは、IOSd プロセス内部のデータ

しか表示しません。システム全体に関する情報を

表示するには、show package compatibility を使用

します。

ステップ 3 Switch# show package compatibility システムのすべてのクライアント互換性に関する情報を表

示します。
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List of Clients:
Cid       Client Name              Base/Non-Base
================================================
2         ISSU Proto client        Base
3         ISSU RF                  Base
4         ISSU CF client           Base
.....
.....

次に、保存された互換性マトリクスに関する情報を表示する例を示します。

Switch# show issu comp-matrix stored
 
Number of Matrices in Table = 1

        (1) Matrix for cat4500e-ENTSERVICESK9-M(182) - cat4500ex-ENTSERVICESK9-M(182) 
        ==========================================
        Start Flag (0xDEADBABE)

                My Image ver:  03.01.00.SG
                Peer Version    Compatibility
                ------------    -------------
                03.01.00.SG              Comp(3)
Switch#

Dynamic Image Version Compatibility（DIVC）では、Incomp(1)、Base(2)、または Comp(3) ではな

く Dynamic(0) が保存されます。互換性は、2 の異なる DIVC 対応イメージが ISSU 時にアクティブ 
スーパーバイザ エンジンおよびスタンバイ スーパーバイザ エンジン上で実行されているときのランタ

イム時に決定されます。

Catalyst 4500 スイッチでは、保存された互換性マトリクスの値 Dynamic(0) は通常、2 つのソフトウェ

ア イメージ間のランタイム ネゴシエーション時に、Base(2) または Comp(3) になります。保存された

互換性マトリクスに他のイメージ名があるかぎり、Incomp(1) は確認できません。

次に、ネゴシエートされた非 IOSd クライアントに関する情報を表示する例を示します。

Switch# show package compatibility
     PackageName      PeerPackageName                       ModuleName    Compatibility
     -----------      --------------- --------------------------------    -------------
         rp_base              rp_base                              aaa       COMPATIBLE
         rp_base              rp_base                        aaacommon       COMPATIBLE
         rp_base              rp_base                    access_policy       COMPATIBLE
         rp_base              rp_base                         app_sess       COMPATIBLE
         rp_base              rp_base                     app_sess_ios       COMPATIBLE
         rp_base              rp_base                         auth_mgr       COMPATIBLE
......
......

関連資料
関連項目 参照先

ISSU の実行 『Cisco IOS Software: Guide to Performing In Service Software 
Upgrades』

Cisco Nonstop Forwarding（NSF）に関する情報 『Cisco Nonstop Forwarding』

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_2s/feature/guide/fsnsf20s.
html

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_2s/feature/guide/fsnsf20s.html
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ステートフル スイッチオーバー（SSO）に関する情報 『Stateful Switchover』

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_0s/feature/guide/sso120s.
html

ISSU クライアントおよび MPLS クライアント 『ISSU MPLS Clients』

関連項目 参照先

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_0s/feature/guide/sso120s.html
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（注） ISSU は、Cisco IOS XE Release 3.1.0.SG 以降のリリースで使用できます。

冗長システムで稼働している場合、In Service Software Upgrade（ISSU; インサービス ソフトウェア 
アップグレード）プロセスにより、Cisco IOS XE ソフトウェアが更新または変更される間もパケット

の転送が続行されます。ほとんどのネットワークでは、計画されたソフトウェア アップグレードがダ

ウンタイムの大きな原因になっています。ISSU により、Cisco IOS XE ソフトウェアがアップグレード

される間、パケットの転送が続行されます。これにより、ネットワークのアベイラビリティが向上し、

計画されたソフトウェア アップグレードによって発生するダウンタイムが抑えられます。ここでは、

ISSU の概念について説明し、システムで ISSU を実行するための手順について説明します。

次の内容について説明します。

• 「ISSU を実行するための前提条件」（P.6-2）

• 「ISSU の実行について」（P.6-3）

• 「ISSU プロセスの実行方法」（P.6-15）

• 「Cisco IOS XE 3.1.0SG のシスコのハイ アベイラビリティ機能」（P.6-36）

（注） この章で使用するスイッチ コマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL で『Cisco 
Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』と関連資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products//hw/switches/ps4324/index.html

『Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』に掲載されていないコマンドについては、より詳

細な Cisco IOS ライブラリを参照してください。次の URL でCisco IOS コマンド リファレンスと関連

資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html
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ISSU を実行するための前提条件

関連資料

ISSU を実行するための前提条件
ISSU を実行する前に以下の前提条件を満たす必要があります。

• 既存のイメージとターゲット イメージのタイプは一致する必要があります。数分のトラフィック

損失の発生なしで、Universal Lite イメージから Universal イメージに（またはその逆に）アップ

グレードすることはできません。同じ制限が、暗号イメージと非暗号イメージの間に適用されま

す。

• アクティブ スーパーバイザ エンジンおよびスタンバイ スーパーバイザ エンジンは、同じスーパー

バイザ エンジン ハードウェア（同じモデル、メモリなど）を備える必要があります。

• ISSU プロセスを開始する前に、アクティブ スーパーバイザ エンジンとスタンバイ スーパーバイ

ザ エンジンの両方のファイル システム（ブートフラッシュ、SD カード、または USB）に新規お

よび古い Cisco IOS XE ソフトウェア イメージがロードされている必要があります。

古いソフトウェア イメージはブートフラッシュ、SD カード、USB のいずれかで使用できる必要

があります。また、ISSU プロセスの開始前にブート変数を変更する必要があるため、システムを

上記場所のいずれかから起動する必要があります。

（注） ISSU が正常に実行されるためには auto-boot をイネーブルにする必要があります。

• ステートフル スイッチオーバー（SSO）を設定し、スタンバイ スーパーバイザ エンジンを 
STANDBY HOT ステートにする必要があります。

show module、show running-config、show redundancy state コマンドを使用すると、SSO がイ

ネーブルかどうかを確認できます。

SSO をイネーブルにしていない場合は、SSO をイネーブルにし、設定する方法の詳細について、

『Stateful Switchover』を参照してください。

• NSF が設定されており、正常に稼働している必要があります。NSF をイネーブルにしていない場

合は、NSF をイネーブルにし、設定する方法の詳細について、『Cisco Nonstop Forwarding』を参

照してください。

• ISSU を実行する前に、アクティブ スーパーバイザ エンジンとスタンバイ スーパーバイザ エンジ

ンの両方のファイル システムに新しい ISSU 互換 IOS XE イメージが含まれていることを確認しま

す。現在システム上で動作している Cisco IOS XE バージョンも ISSU をサポートする必要があり

ます。

関連項目 参照先

ISSU の実行 『Cisco IOS Software: Guide to Performing In Service Software 
Upgrades』

Cisco Nonstop Forwarding（NSF）に関する情報 『Cisco Nonstop Forwarding』

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_2s/feature/guide/fsnsf20s.
html

ステートフル スイッチオーバー（SSO）に関する情報 『Stateful Switchover』

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_0s/feature/guide/sso120s.
html

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_2s/feature/guide/fsnsf20s.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_0s/feature/guide/sso120s.html
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Catalyst 4500 シリーズ スイッチでさまざまなコマンドを入力することにより、スーパーバイザ エ
ンジンのバージョニングと IOS XE ソフトウェアの互換性を判別できます。あるいは、Cisco 
Feature Navigator の ISSU アプリケーションを使用して判別することもできます。

• no ip routing コマンドを入力すると ISSU は SSO モードから RPR モードにフォール バックする

ため、トラフィックの損失が生じます。

• 自動ブートがオンになり、現在のブート済みイメージは、BOOT 環境変数で指定されたものと一

致します。これらの設定および確認方法の詳細については、「ブート フィールドの変更および boot 
コマンドの使用」（P.3-29）を参照してください。

• no ip routing コマンドを入力すると ISSU は SSO モードから RPR モードにフォール バックする

ため、トラフィックの損失が生じます。

ISSU の実行について

（注） ISSU の実行中は、ハードウェアに変更を加えないでください。

ISSU を実行する前に、次の概念を理解しておく必要があります。

• 「ステートフル スイッチオーバー」（P.6-3）

• 「NSF」（P.6-5）

• 「ISSU プロセス」（P.6-6）

• 「ISSU アップグレードの実行：2 つの方法」（P.6-11）

• 「changeversion プロセス」（P.6-12）

• 「ISSU の実行に関するガイドライン」（P.6-13）

• 「互換性マトリクス」（P.6-13）

• 「ISSU に対する SNMP サポート」（P.6-14）

• 「Cisco Feature Navigator を使用した互換性の検証」（P.6-14）

ステートフル スイッチオーバー

SSO 機能の展開は、Cisco IOS XE スイッチで構築されたネットワークのアベイラビリティを向上させ

る全体的なプログラムの 1 ステップです。

デュアル スーパーバイザ エンジンをサポートする特定のシスコ ネットワーキング デバイス上で、SSO 
はスーパーバイザ エンジンの冗長構成を活用してネットワークのアベイラビリティを向上させます。

SSO は、スーパーバイザ エンジンの 1 つをアクティブ プロセッサ、もう一方をスタンバイ プロセッサ

として設定することにより、これを実現します。2 つのスーパーバイザ エンジン間の初期同期後に、

SSO は両方のスーパーバイザ エンジンのステート情報を動的にリアルタイムで同期化します。

アクティブ スーパーバイザ エンジンが故障した場合、またはネットワーキング デバイスから取り外さ

れた場合に、アクティブ スーパーバイザ エンジンからスタンバイ スーパーバイザ エンジンへのスイッ

チオーバーが行われます。

Cisco NSF は、SSO と併用します。Cisco NSF によって、スイッチオーバー後にルーティング プロト

コル情報が復元される間、データ パケットの転送が既知のルートで続行されます。Cisco NSF を使用

すると、ピア ネットワーキング デバイスでルーティング フラップが発生することがなくなるため、カ

スタマーに対するサービス停止を回避できます。
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図 6-1 は、サービス プロバイダー ネットワークに SSO が展開される一般的な方法を示します。この例

では、Cisco NSF/SSO がサービス プロバイダー ネットワークのアクセス レイヤ（エッジ）でイネーブ

ルにされています。このポイントで障害が発生すると、サービス プロバイダー ネットワークへのアク

セスが必要なエンタープライズ カスタマーのサービスを損なう可能性があります。

Cisco NSF プロトコルは、ネイバー デバイスが Cisco NSF に参加している必要があるので、それらの

ネイバー ディストリビューション レイヤ デバイスに Cisco NSF 対応のソフトウェア イメージをインス

トールする必要があります。目的に応じて、ネットワークのコア レイヤで Cisco NSF および SSO 機能

を展開することもできます。これを行うと、特定の障害が発生した場合のネットワーク機能およびサー

ビスの復元に必要な時間を短縮できるため、可用性が向上します。

図 6-1 Cisco NSF/SSO ネットワーク構成：サービス プロバイダー ネットワーク

アベイラビリティの向上は、シングル ポイント障害が存在するネットワーク内の他のポイントに Cisco 
NSF/SSO を展開することによって得られます。図 6-2 は、エンタープライズ ネットワーク アクセス 
レイヤに Cisco NSF/SSO を適用するもう 1 つの展開方法を示します。この例では、エンタープライズ 
ネットワーク内の各アクセス ポイントが、ネットワーク設計内の他のシングル ポイント障害を表しま

す。この例では、スイッチオーバーまたは計画されたソフトウェア アップグレードが行われても、エ

ンタープライズ カスタマー セッションは中断することなくネットワーク内で稼働し続けます。

 

 

  

Cisco NSF with SSO 

NSF 

Cisco NSF with SSO 

72
13

4
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図 6-2 Cisco NSF/SSO ネットワーク構成：エンタープライズ ネットワーク

SSO の詳細については、『Stateful Switchover』を参照してください。

NSF

Cisco NSF は、Cisco IOS XE ソフトウェアの SSO 機能と連動します。SSO は、Cisco NSF の前提条

件です。NSF は、SSO と連動して、スイッチオーバー後にユーザがネットワークを使用できない時間

を 小限に抑えます。Cisco NSF の主要目的は、スーパーバイザ エンジンのスイッチオーバー後にも 
IP パケットの転送を継続させることです。

通常、ネットワーキング デバイスが再起動すると、そのデバイスのすべてのルーティング ピアは、デ

バイスがダウンし、そのあと再びアップになったことを検知します。このような移行によって、いわゆ

るルーティング フラップが発生します。ルーティング フラップは、複数のルーティング ドメインに広

がる場合があります。ルーティングの再起動によって発生したルーティング フラップによって、ルー

ティングが不安定になります。これはネットワーク全体のパフォーマンスに悪影響を及ぼします。

Cisco NSF は、SSO 対応のデバイスにおけるルーティング フラップを抑止することによって、ネット

ワークの安定性を保ちます。

Cisco NSF によって、スイッチオーバー後にルーティング プロトコル情報が復元される間、データの

パケットの転送が既知のルートで続行されます。Cisco NSF を使用すると、ピア ネットワーキング デ
バイスでルーティング フラップが発生することがありません。スイッチオーバー時に、故障したアク

ティブ スーパーバイザ エンジンからスタンバイ スーパーバイザ エンジンが制御を引き継ぐ間も、デー

タ トラフィックが転送されます。Cisco NSF 動作で重要なのは、スイッチオーバー時に物理リンクが

アップの状態を維持できる点と、アクティブ スーパーバイザ エンジン上の Forwarding Information 
Base（FIB; 転送情報ベース）との同期性が保たれる点です。
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ISSU プロセス

ISSU プロセスを使用すれば、システムによるパケット転送を中断することなく、Cisco IOS XE ソフト

ウェアのアップグレードまたはダウングレードを実行することができます （ISSU プロセスの間に使用

されるコマンドのインストレーションについては、図 6-8 を参照してください）。Cisco IOS XE ISSU 
は Cisco IOS XE ハイ アベイラビリティ インフラストラクチャ（Cisco NSF/SSO およびハードウェア

の冗長構成）を利用し、システムの稼働中に変更を行えるようにすることによって、ソフトウェア 
アップグレードに伴うダウンタイムをなくします（図 6-3 を参照）。

SSO/NSF モードは、アクティブ スーパーバイザ エンジンからスタンバイ スーパーバイザ エンジンへ

の設定とランタイム ステートの同期をサポートしています。このプロセスでは、アクティブ スーパー

バイザ エンジンとスタンバイ スーパーバイザ エンジンの両方の IOS XE ソフトウェア イメージが同じ

でなければなりません。アクティブ スーパーバイザ エンジンとスタンバイ スーパーバイザ エンジンの

イメージが異なる場合は、その 2 つのバージョンの Cisco IOS XE が別々の機能とコマンドのセットを

サポートしていても、ISSU によって 2 つのスーパーバイザ エンジンの同期を維持することができま

す。

図 6-3 ISSU プロセスでのハイ アベイラビリティ機能およびハードウェアの冗長構成

 

NSF/SSO
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ISSU 対応スイッチは、2 つのスーパーバイザ エンジン（アクティブとスタンバイ）および 200 以上の

ラインカードで構成されています。ISSU プロセスを開始する前に、両方のスーパーバイザ エンジンの

ファイル システムに Cisco IOS XE ソフトウェアをコピーします（図 6-4 を参照）。

（注） 下の図で、Cisco IOS XE 3.x.y SG は現行バージョンを示し、Cisco IOS XE 3.z.y SG は移行先のイメー

ジを示しています。

図 6-4 両方のスーパーバイザ エンジン上での新しいバージョンの Cisco IOS XE ソフトウェアのコピー
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両方のファイル システムに Cisco IOS XE ソフトウェアをコピーしたら、新しいバージョンの Cisco 
IOS XE ソフトウェアをスタンバイ スーパーバイザ エンジンにロードします（図 6-5 を参照）。

（注） ISSU 機能がないと、アクティブ スーパーバイザ エンジンとスタンバイ スーパーバイザ エンジンで異

なるバージョンの Cisco IOS XE イメージが動作している場合に、それらのスーパーバイザ エンジン間

で SSO/NSF が機能しません。

図 6-5 スタンバイ スーパーバイザ エンジン上での新しいバージョンの Cisco IOS XE ソフトウェアの

ロード
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スイッチオーバー（Route Processor Redundancy（RPR）ではなく、NSF/SSO）のあと、スタンバイ 
スーパーバイザ エンジンが新しくアクティブになったスーパーバイザ エンジンとして機能を引き継ぎ

ます（図 6-6 を参照）。

図 6-6 スタンバイ スーパーバイザ エンジンへのスイッチオーバー

NSF/SSONSF/SSO
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以前のアクティブ スーパーバイザ エンジンに古い Cisco IOS XE イメージがロードされているため、新

しいアクティブ スーパーバイザ エンジンで問題が発生した場合は、中断して、古いソフトウェア イ
メージを実行している以前のアクティブ スーパーバイザ エンジンへのスイッチオーバーを実行するこ

とができます。その後で、以前のアクティブ スーパーバイザ エンジンに新しいバージョンの Cisco 
IOS XE ソフトウェアをロードして、新しいスタンバイ スーパーバイザ エンジンにします（図 6-7 を
参照）。

図 6-7 新しいスタンバイ スーパーバイザ エンジンへの新しい Cisco IOS XE ソフトウェアのロード
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図 6-8 に、ISSU プロセス中の各ステップを示します。

図 6-8 ISSU プロセス中の各ステップ

（注） acceptversion は、ロールバック タイマーを停止します。

ISSU アップグレードの実行：2 つの方法

ISSU のアップグレード方法には、4 つのコマンドを使用した手動方式と 1 つのコマンドを使用した自

動方式の 2 種類があります。

通常の ISSU アップグレード プロセスには、4 種類の ISSU exec コマンド（issu loadversion、issu 
runversion、issu acceptversion、issue commitversion）の発行とコマンドが成功したかどうかを評

価するための追加の show コマンドの実行が含まれます。ISSU プロセスは複雑ですが、サービスの中

断を想定しないようにする必要があります。複数の ISSU コマンドを使用する場合は、サービスを中断

させないように配慮する必要があります。ただし、シナリオによっては、このアップグレード手順がや

やこしく、 小限のものになる場合があります。代表例は、多数の Catalyst 4500 スイッチ上での 
ISSU アップグレードを伴うネットワーク アップグレードです。このような場合は、 初に、1 台のス

イッチ上で通常（4 つのコマンド）の ISSU アップグレード手順を実行して正常なアップグレードを確

認することを推奨します。その後で、1 つの issu changeversion コマンドを使用して、ネットワーク内

の残りの Catalyst 4500 スイッチ上で自動 ISSU を実行します。
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changeversion プロセス

issu changeversion コマンドは、1 ステップで完了する ISSU アップグレード サイクルを起動します。

このコマンドは、4 つの標準コマンド（issu loadversion、issu runversion、issu acceptversion、およ

び issu commitversion）すべてのロジックをユーザの介在なしで実行するため、単一の CLI ステップ

を通したアップグレードの簡略化が図られます。

加えて、issu changeversion では、将来のアップグレード プロセスをスケジュールすることができま

す。これにより、いくつものシステムのステージングによって、潜在的な中断が 小の損害となる場合

にアップグレードを順次実行することができます。

スタンバイ スーパーバイザ エンジンが初期化して、システムが terminal ステート（RPR/SSO）に到達

したら、アップグレード プロセスが完了し、BOOT 変数が新しい IOS XE ソフトウェア イメージに恒

久的に書き変えられます。そのため、どの RP をリセットしてもシステムは新しいソフトウェア イメー

ジをブートします。状態遷移が発生したことをアップグレードの監視者に通知するために、コンソール 
メッセージと syslog メッセージが生成されます。

通常の ISSU アップグレード手順と同様に、 issu changeversion コマンドによって開始された進行中の

アップグレード手順は、issu abortversion コマンドで中断できます。システムが何らかの問題を検出

するか、またはアップグレード中に健全でないシステムを検出すると、アップグレードは自動的に中断

される場合があります。

issu runversion コマンドを 4 ステップの手動アップグレード プロセス時に入力したときに、互換性の

ない ISSU クライアントが存在すると、アップグレード プロセスは、それらとその副作用を報告し、

ユーザがアップグレードを中止できるようにします。1 ステップのアップグレード プロセスの実行中

に、プロセスが runversion ステートに達した場合、ベース クライアントに互換性があれば自動的に

アップグレードを続行します。または、クライアントに互換性がないため自動的に中止します。ユーザ

が RPR モードでアップグレード手順を継続したい場合は、通常の ISSU コマンド セットを使用して、

issu loadversion コマンドの入力時に force オプションを指定する必要があります。

Changeversion：Quick オプション（LV から INIT まで）

issu changeversion コマンドには、自動 ISSU アップグレードの実行に必要な時間を短縮可能な quick 
コマンド オプションがあります。quick コマンド オプションが指定された場合は、ISSU アップグレー

ドの状態遷移が前述の状態遷移と異なります。このオプションでは、loadversion 段階上のソフトウェ

ア ロジックは、以前の説明と同じままで、runversion および commitversion を実行するロジックが結

合されます。このロジックでは、新しいスタンバイ（以前のアクティブ）スーパーバイザ上に古いソフ

トウェア バージョンをロードするアップグレード手順内のステップが省略されるため、自動 ISSU アッ

プグレードに必要な時間が約 3 分の 1 短縮されます。

Changeversion のスケジューリング：in オプションと at オプション

issu changeversion には、将来の自動 ISSU アップグレードをスケジュールできる in および at コマン

ド オプションがあります。

at コマンド オプションは、特定の時刻に開始するように自動 ISSU アップグレードをスケジュールし

ます。このオプションを使用して、次の 24 時間以内にアップグレードを開始する正確な時刻（hh:mm、

24 時間形式）を指定します。

in コマンド オプションは、一定時間が経過後に自動 ISSU アップグレードを開始するようにスケ

ジュールします。このオプションは、アップグレードを開始する前に経過する必要がある時間および分

の長さ（hh:mm 形式）を指定します。 大値は 99:59 です。
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Changeversion の配置シナリオ

一般的な issu changeversion コマンドの使用シナリオは、大規模なインストール基盤を持つ経験豊富

なユーザを対象としています。このようなユーザの多くは、実稼働ネットワークと同様のトポロジと設

定を使用して新しいイメージを検証します。この検証プロセスは、従来の複数コマンド プロセスと新

しい issu changeversion コマンド プロセスの両方を使用して実行する必要があります。ユーザが IOS 
XE ソフトウェア イメージを認定し、広くそれを展開する場合は、ネットワークの効率的なアップグ

レードを実行するために単一コマンドのプロセスを使用できます。

進行中の Changeversion 手順の中断

issu changeversion コマンドの機能は、ユーザの介入なしで ISSU ソフトウェア アップグレードを実行

するように設計されています。ただし、さまざまな状態をアップグレードが遷移する際に、コンソール

にステータス メッセージが表示されます。何らかの異常が、ネットワークのピアまたは他の部分など

での自動アップグレード中に認められた場合は、issu abortversion コマンドを使用して、

commitversion 操作の前にプロセスの任意の時点で手動によりアップグレードを中止できます。

ISSU の実行に関するガイドライン

ISSU プロセスの実行中は、次のガイドラインに注意してください。

• ISSU を使用している場合でも、メンテナンス ウィンドウの間にアップグレードを実行することを

推奨します。

• ISSU プロセス中は、設定の変更が必要になるような新しい機能をイネーブルにしないでください。

（注） これらをイネーブルにすると、コマンドは新しいバージョンだけでサポートされるため、シス

テムは RPR モードを開始します。

• ダウングレードを行う場合、Cisco IOS XE ソフトウェア ハンドルのダウングレード リビジョンに

ない機能があったときは、ISSU プロセスを開始する前にその機能をディセーブルにしてください。

互換性マトリクス 

ISSU では、ソフトウェア バージョン間の互換性を判別するための追加情報が必要になります。そのた

め、当該イメージと比べた他の IOS XE ソフトウェア イメージに関する情報を含む互換性マトリクス

が定義されます。

この互換性マトリクスは、2 つのソフトウェア バージョン（1 つは、アクティブ スーパーバイザ エン

ジンで実行されるソフトウェア バージョンで、もう一方はスタンバイ スーパーバイザ エンジンで実行

されるソフトウェア バージョン）の互換性を表し、これによって、システムは実現可能な も高度な

動作モードを判別できます。バージョンに互換性がないと、SSO 動作モードに進むことができません。
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互換性マトリクスは、ある Cisco IOS XE ソフトウェア イメージと、指定されたサポート ウィンドウに

含まれる他のすべての Cisco IOS XE ソフトウェア バージョン（たとえば、その IOS XE ソフトウェア 
イメージが「認識」しているすべてのソフトウェア バージョン）との互換性関係を示し、IOS XE ソフ

トウェア イメージごとに作成され、リリースされます。マトリクスには、自身のリリースと以前のリ

リース間の互換性の情報が含まれています。常に 新のリリースに、その分野の既存のリリースとの互

換性に関する 新情報が含まれます。互換性マトリクスは Cisco IOS XE ソフトウェア イメージ内およ

び Cisco.com で入手できるため、ISSU プロセスを使用してアップグレードを行えるかどうかを前もっ

て判別できます。

古い Cisco IOS XE ソフトウェアと新しい Cisco IOS XE ソフトウェアに互換性があれば、ISSU プロセ

スを実行することができます。互換性マトリクス情報では、次のようにリリース間の互換性が示されま

す。

• Compatible（互換性がある）：ベースレベルのシステム インフラストラクチャとすべてのオプショ

ンの HA 認識サブシステムに互換性があります。これらのバージョン間のインサービス アップグ

レードまたはダウングレードが行われても、サービスに対する影響は 小限ですみます。マトリク

ス エントリでは、このようなイメージに対して Compatible（C）が指定されます。

• Base-level compatible（ベースレベルで互換性がある）：1 つまたは複数のオプションの HA 認識サ

ブシステムに互換性がありません。これらのバージョン間のインサービス アップグレードまたは

ダウングレードは正常に行われますが、一部のサブシステムでは、旧式から Cisco IOS XE の新

バージョンへの移行中に、ステートを必ずしも維持できない場合があります。マトリクス エント

リでは、このようなイメージに対して Base-level compatible（B）が指定されます。

• Incompatible（互換性がない）：SSO が正常に機能するためには、Cisco IOS XE 内に存在するシス

テム インフラストラクチャのコア セットがステートフル方式で相互動作できる必要があります。

必要なこれらのいずれかの機能またはサブシステムが相互動作できないと、Cisco IOS XE ソフト

ウェア イメージの 2 つのバージョンに互換性がないと判定されます。これらのバージョン間でイ

ンサービス アップグレードまたはダウングレードを行うことはできません。マトリクス エントリ

では、このようなイメージに対して Incompatible（I）が指定されます。システムは、アクティブ 
スーパーバイザ エンジンとスタンバイ スーパーバイザ エンジンの Cisco IOS XE バージョンに互

換性がない場合はアップグレード プロセス中に RPR モードで稼働します。

• Cisco IOS XE は、アクティブとスタンバイの IOS XE ソフトウェア間の互換性を STANDBY ブー

ト中に動的に決定します。マトリクスは「x」で表されます。

任意のシステムの 2 つのソフトウェア バージョン間の互換性マトリクス データを表示するには、show 
issu comp-matrix stored コマンドを入力します。

（注） このコマンドは、ISSU プロセスが開始したあとにだけ使用できるので、確認する場合にだけ有効で

す。ISSU を開始する前に互換性マトリクスをチェックする場合に便利です。Feature Navigator を使用

すると、必要な情報を取得できます。

http://tools.cisco.com/ITDIT/CFN/jsp/index.jsp

ISSU に対する SNMP サポート 
SSO に対する SNMP は、SNMP 設定と MIB を同期化するメカニズムを提供し、アクティブ スーパー

バイザ エンジンからスタンバイ スーパーバイザ エンジンへの SSO をサポートしています。

Cisco Feature Navigator を使用した互換性の検証

Cisco Feature Navigator の ISSU アプリケーションでは、次の内容を実行することができます。

http://tools.cisco.com/ITDIT/CFN/jsp/index.jsp
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• 特定のソフトウェア バンドルを選択します。

• 選択したソフトウェア イメージと互換性のあるソフトウェア イメージを特定します。

• 2 つの IOS XE ソフトウェア イメージを比較し、それらのソフトウェア イメージの互換性レベル

（互換性がある、ベースレベルで互換性がある、互換性がない）を把握するか、動的に判別します。

• 2 つのソフトウェア イメージを比較し、各 ISSU クライアントのクライアント互換性を確認しま

す。

• ソフトウェア イメージに関するリリース ノートへのリンクを入力します。

ISSU プロセスの実行方法
デバイスの動作モードであり、ISSU を実行するための前提条件である SSO とは異なり、ISSU プロセ

スはスイッチの稼働中に実行される一連のステップです。このステップによって、Cisco IOS XE ソフ

トウェアが新しいソフトウェアにアップグレードまたは変更されますが、トラフィックへの影響は 小

限に抑えられます。

（注） ISSU プロセスで使用されるコマンドの説明については、図 6-8（P.6-11）を参照してください。

ここでは、次の内容について説明します。

• 「ISSU ソフトウェア インストレーションの確認」（P.6-15）

• 「スタンバイ スーパーバイザ エンジン上での新しい Cisco IOS XE ソフトウェアのロード」

（P.6-18）（必須）

• 「スタンバイ スーパーバイザ エンジンへの切り替え」（P.6-21）（必須）

• 「ISSU ロールバック タイマーの停止（任意）」（P.6-23）（任意）

• 「新しくスタンバイになったスーパーバイザ エンジンへの新しい Cisco IOS XE ソフトウェアの

ロード」（P.6-24）（必須）

• 「changeversion を使用した ISSU アップグレードの自動化」（P.6-26）

• 「ISSU プロセス中のソフトウェア アップグレードの中断」（P.6-31）

• 「アップグレード問題を回避するためのロールバック タイマーの設定」（P.6-33）

• 「ISSU 互換性マトリクス情報の表示」（P.6-34）

ISSU ソフトウェア インストレーションの確認

ISSU プロセスには、5 つのステート（Disabled、Init、Load Version、Run Version、および System 
Reset）があります。show issu state コマンドを使用すると、現在の ISSU ステートを取得できます。

• Disabled ステート：エンジンがリセットされている間のスタンバイ スーパーバイザ エンジンの状

態。

• Init ステート：ISSU プロセスが開始する前の、2 つのスーパーバイザ エンジン（一方はアクティ

ブで、他方はスタンバイ）の初期ステート。ISSU プロセスが完了したあとの 終ステートでもあ

ります。

• Load Version（LV）ステート：スタンバイ スーパーバイザ エンジンに新しいバージョンの Cisco 
IOS XE ソフトウェアがロードされます。
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• Run Version（RV）ステート：issu runversion コマンドによって、スーパーバイザ エンジンのス

イッチオーバーが強制されるステート。新しいアクティブ スーパーバイザ エンジンが新しい 
Cisco IOS XE ソフトウェア イメージを実行します。

• ISSU を実行中に、両方のスーパーバイザ エンジンが、たとえば、停電のためリセットされた場

合、ISSU コンテキストは失われ、Init ステートに戻ります。両方のスーパーバイザ エンジンが古

いソフトウェアに戻ります。

show コマンドを入力して、ISSU プロセス中のステートに関する情報を取得して、ISSU ソフトウェア 
アップグレードを確認できます。

次に、ISSU プロセス中のスーパーバイザ エンジンのステートと現在のステータスを表示する例を示し

ます。

Switch> enable
Switch# show issu state
Switch# show redundancy

ISSU プロセスを開始する前の冗長モードの確認

ISSU プロセスを開始する前に、システムの冗長モードを確認して、NSF/SSO を必ず設定するように

してください。

次に、システムが SSO モードを開始しており、スロット 3 がアクティブ スーパーバイザ エンジンで、

スロット 4 がスタンバイ スーパーバイザ エンジンであることを確認する例を示します。両方のスー

パーバイザ エンジンが同じ Cisco IOS XE ソフトウェア リリースを実行しています。

Switch# show redundancy states
         my state = 13 -ACTIVE
       peer state =  8 -STANDBY HOT 
             Mode = Duplex
             Unit = Primary
          Unit ID = 5

  Redundancy Mode (Operational) = Stateful Switchover
   Redundancy Mode (Configured) = Stateful Switchover
               Redundancy State = Stateful Switchover
                   Manual Swact = enabled

   Communications = Up

     client count = 64
   client_notification_TMR = 240000 milliseconds
            keep_alive TMR = 9000 milliseconds
          keep_alive count = 1 
      keep_alive threshold = 18 
             RF debug mask = 0 

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 Switch> enable 特権 EXEC モードをイネーブルにします。

プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 Switch# show issu state [detail] ISSU プロセス中のスーパーバイザ エンジンのステートを

表示します。

ステップ 3 Switch# show redundancy デバイスの現在または過去のステータス、モード、および

関連する冗長情報を表示します。
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Switch# show redundancy
Redundant System Information :

------------------------------
       Available system uptime = 12 minutes
Switchovers system experienced = 0
              Standby failures = 0
        Last switchover reason = none

                 Hardware Mode = Duplex
    Configured Redundancy Mode = Stateful Switchover
     Operating Redundancy Mode = Stateful Switchover
              Maintenance Mode = Disabled
                Communications = Up

Current Processor Information :
------------------------------
               Active Location = slot 5
        Current Software state = ACTIVE
       Uptime in current state = 9 minutes
                 Image Version = Cisco IOS Software, IOS-XE Software, Catalyst 4500 L3 
Switch Software (cat4500e-UNIVERSALK9-M), Version 03.00.00.1.68 CISCO UNIVERSAL 
DEVELOPMENT K10 IOSD TEST VERSION
Copyright (c) 1986-2010 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Sun 29-Aug-10 03:57 by gsbuprod
        Configuration register = 0x2920

Peer Processor Information :
------------------------------
              Standby Location = slot 6
        Current Software state = STANDBY HOT
       Uptime in current state = 2 minutes
                 Image Version = Cisco IOS Software, IOS-XE Software, Catalyst 4500 L3 
Switch Software (cat4500e-UNIVERSALK9-M), Version 03.00.00.1.68 CISCO UNIVERSAL 
DEVELOPMENT K10 IOSD TEST VERSION
Copyright (c) 1986-2010 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Sun 29-Aug-10 03:57 by gsbuprod
        Configuration register = 0x2920

ISSU プロセスを開始する前の ISSU ステートの確認

アクティブ スーパーバイザ エンジンとスタンバイ スーパーバイザ エンジンがアップして ISSU Init ス
テートになっており、両方のスーパーバイザ エンジンが同じ 新イメージを実行していることを確認

します。

次に、プロセスが開始する前に ISSU ステートを表示する例を示します。

Switch# show issu state detail
                               Slot = 5
                           RP State = Active
                         ISSU State = Init
                     Operating Mode = Stateful Switchover
                      Current Image = bootflash:old_image
          Pre-ISSU (Original) Image = N/A
         Post-ISSU (Targeted) Image = N/A

                               Slot = 6
                           RP State = Standby
                         ISSU State = Init
                     Operating Mode = Stateful Switchover
                      Current Image = bootflash:old_image
          Pre-ISSU (Original) Image = N/A
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         Post-ISSU (Targeted) Image = N/A

新しいバージョンの Cisco IOS XE ソフトウェアが両方のスーパーバイザ エンジン上に存在する必要が

あります。スーパーバイザ エンジンごとに表示されるディレクトリ情報に新しいバージョンが存在す

ることが示されます。

Switch# dir bootflash:
Directory of bootflash:/

    5  -rw-    129923402   Aug 6 2010 09:32:33 +00:00  old_image
    6  -rw-    127724184   Aug 6 2010 09:34:07 +00:00  new_image

61341696 bytes total (1111388 bytes free)

Switch# dir slavebootflash:
Directory of slavebootflash:/

    4  -rw-    129923402   Aug 6 2006 09:40:10 +00:00  old_image
    5  -rw-    127724184   Aug 6 2006 09:42:13 +00:00  new_image

61341696 bytes total (1116224 bytes free)

スタンバイ スーパーバイザ エンジン上での新しい Cisco IOS XE ソフト
ウェアのロード

ここでは、ISSU を使用して、スタンバイ スーパーバイザ エンジンに新しいバージョンの Cisco IOS 
XE ソフトウェアをロードする方法について説明します。

前提条件

• 新しいバージョンの Cisco IOS XE ソフトウェア イメージが、アクティブ スーパーバイザ エンジ

ンとスタンバイ スーパーバイザ エンジンの両方のファイル システムにすでに存在することを確認

します。また、適切なブート パラメータ（BOOT 文字列と設定レジスタ）が、アクティブ スー

パーバイザ エンジンとスタンバイ スーパーバイザ エンジンに設定されていることを確認します。

（注） ISSU が正常に実行されるためには auto-boot をイネーブルにする必要があります。

• （任意）追加のテストおよびコマンドを実行して、あとで比較するために必要なピアおよびイン

ターフェイスの現在のステートを判別します。

• システム（アクティブ スーパーバイザ エンジンとスタンバイ スーパーバイザ エンジンの両方）が 
SSO 冗長モードになっていることを確認します。システムが RPR モードである場合、ISSU CLI 
コマンドを使用してシステムをアップグレードすることはできますが、アップグレード中にシステ

ムが大量のパケットを損失します。

スーパーバイザ エンジンに SSO モードを設定する方法の詳細については、『Stateful Switchover』
を参照してください。

• ISSU が機能するためには、アクティブ スーパーバイザ エンジンとスタンバイ スーパーバイザ エ
ンジン上の IOS XE ファイル名が一致する必要があります。
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アクティブ スーパーバイザ エンジンで次の手順を実行します。

次に、ISSU プロセスを開始し、スタンバイ スーパーバイザ エンジンを Standby Hot ステートで起動

し、スタンバイ スーパーバイザ エンジン（スロット 6）に新しいソフトウェア イメージをロードする

例を示します。

Switch> enable
Switch# issu loadversion 5 bootflash:new_image 6 slavebootflash:new_image
%issu loadversion executed successfully, Standby is being reloaded
Switch# show issu state detail
                               Slot = 5
                           RP State = Active
                         ISSU State = Load Version
                     Operating Mode = Stateful Switchover
                      Current Image = bootflash:old_image
          Pre-ISSU (Original) Image = bootflash:old_image
         Post-ISSU (Targeted) Image = bootflash:new_image

                               Slot = 6
                           RP State = Standby
                         ISSU State = Load Version

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 Switch> enable 特権 EXEC モードをイネーブルにします。

プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 Switch# issu loadversion [active-slot] 
active-image-new [standby-slot] 
standby-image-new [forced]

ISSU プロセスを開始します。また、新しい Cisco IOS XE 
ソフトウェア バージョンに互換性がないことが検知された

場合には、自動ロールバックを無効にします（任意）。

issu loadversion コマンドを入力してから、スタンバイ 
スーパーバイザ エンジンに Cisco IOS XE ソフトウェアが

ロードされ、スタンバイ スーパーバイザ エンジンが SSO 
モードに移行するまでに数分かかる場合があります。これ

によって、スタンバイ スーパーバイザ エンジンに新しい

ソフトウェア イメージがリロードされます。

forced オプションを使用すると、スタンバイ スーパーバ

イザ エンジンが新しいソフトウェア イメージで起動しま

す。スタンバイ スーパーバイザ エンジンにソフトウェア 
イメージがロードされ、そのソフトウェア イメージに互換

性がない場合は、システムが強制的に RPR モードにされ

ます。それ以外の場合、システムは SSO モードを続行し

ます。

ステップ 3 Switch# show issu state [detail] ISSU プロセス中の ISSU のステートを表示します。ISSU 
プロセスのこの時点で、このコマンドを使用して、スタン

バイ スーパーバイザ エンジンがロードされ、SSO モード

になっていることを確認します。

 issu loadversion コマンドを入力してから、スタンバイ 
スーパーバイザ エンジンに Cisco IOS XE ソフトウェアが

ロードされ、スタンバイ スーパーバイザ エンジンが SSO 
モードに移行するまでに数分かかる場合があります。show 
issu state コマンドを入力するタイミングが早すぎると、

必要な情報が表示されない場合があります。

ステップ 4 Switch# show redundancy [states] 冗長ファシリティ ステート情報を表示します。
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                     Operating Mode = Stateful Switchover
                      Current Image = bootflash:new_image
          Pre-ISSU (Original) Image = bootflash:old_image
         Post-ISSU (Targeted) Image = bootflash:new_image

Switch# show redundancy states
         my state = 13 -ACTIVE
       peer state =  8 -STANDBY HOT 
             Mode = Duplex
             Unit = Primary
          Unit ID = 5

  Redundancy Mode (Operational) = Stateful Switchover
   Redundancy Mode (Configured) = Stateful Switchover
               Redundancy State = Stateful Switchover
                   Manual Swact = enabled

   Communications = Up

     client count = 64
   client_notification_TMR = 240000 milliseconds
            keep_alive TMR = 9000 milliseconds
          keep_alive count = 1 
      keep_alive threshold = 18 
             RF debug mask = 0   

次に、forced オプションによってシステムが RPR モードに移行する例を示します。

Switch> enable
Switch# issu loadversion 5 bootflash:new_image 6 slavebootflash:new_image forced
%issu loadversion executed successfully, Standby is being reloaded

Switch# show issu state detail
                               Slot = 5
                           RP State = Active
                         ISSU State = Init
                     Operating Mode = Stateful Switchover
                      Current Image = bootflash:old_image
          Pre-ISSU (Original) Image = N/A
         Post-ISSU (Targeted) Image = N/A

                               Slot = 6
                           RP State = Standby
                         ISSU State = Init
                     Operating Mode = Stateful Switchover
                      Current Image = bootflash:old_image
          Pre-ISSU (Original) Image = N/A
         Post-ISSU (Targeted) Image = N/A

次に、冗長モードが RPR として表示される例を示します。

Switch# show redundancy states
       my state = 13 -ACTIVE 
     peer state = 4  -STANDBY COLD 
           Mode = Duplex
           Unit = Primary
        Unit ID = 3

  Redundancy Mode (Operational) = RPR
   Redundancy Mode (Configured) = Stateful Switchover
               Redundancy State = RPR
                   Manual Swact = enabled
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                   Communications = Up

   client count = 64
 client_notification_TMR = 240000 milliseconds
          keep_alive TMR = 9000 milliseconds
        keep_alive count = 1 
    keep_alive threshold = 18 
           RF debug mask = 0 

スタンバイ スーパーバイザ エンジンへの切り替え

この作業では、新しい Cisco IOS XE ソフトウェア イメージを実行しているスタンバイ スーパーバイ

ザ エンジンへのスイッチオーバー方法について説明します。アクティブ スーパーバイザ エンジンで次

の手順を実行します。

次に、以前のスタンバイ スーパーバイザ エンジン（スロット 6）へのスイッチオーバーを起動して、

以前のアクティブ スーパーバイザ エンジンをリセットしたうえで古い IOS XE ソフトウェア イメージ

をリロードしてスタンバイ スーパーバイザ エンジンにする例を示します。

Switch> enable
Switch# issu runversion 6 slavebootflash:new_image
%issu runversion initiated successfully

スイッチオーバーはこの時点で行われます。古いアクティブ スーパーバイザ エンジンがスタンバイに

なってから、新しいアクティブ スーパーバイザ エンジン上で次の命令を実行します。

Switch# show issu state detail
                               Slot = 6
                           RP State = Active
                         ISSU State = Run Version
                     Operating Mode = Stateful Switchover
                      Current Image = bootflash:new_image
          Pre-ISSU (Original) Image = bootflash:old_image
         Post-ISSU (Targeted) Image = bootflash:new_image

                               Slot = 5
                           RP State = Standby
                         ISSU State = Run Version

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 Switch> enable 特権 EXEC モードをイネーブルにします。

プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 Switch# issu runversion [standby-slot] 
[standby-image-new]]

アクティブ スーパーバイザ エンジンからスタンバイ スー

パーバイザ エンジンへのスイッチオーバーを強制し、アク

ティブだった（現在はスタンバイ）スーパーバイザ エンジ

ンに古い IOS XE イメージをリロードします。

issu runversion コマンドを入力すると SSO のスイッチ

オーバーが実行され、設定されている場合は NSF プロ

シージャが起動します。

ステップ 3 Switch# show issu state [detail] ISSU プロセス中のスーパーバイザ エンジンのステートを

表示します。ISSU プロセスのこの時点で、このコマンド

を使用して、スロット 6 でスイッチオーバーが行われてい

ることを確認します。

ステップ 4 Switch# show redundancy [states] 冗長ファシリティ ステート情報を表示します。
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                     Operating Mode = Stateful Switchover
                      Current Image = bootflash:old_image
          Pre-ISSU (Original) Image = bootflash:old_image
         Post-ISSU (Targeted) Image = bootflash:new_image

（注） 新しくアクティブになったスーパーバイザ エンジンは現在新しいソフトウェア バージョンを実行し、

スタンバイ スーパーバイザ エンジンは古いソフトウェア バージョンを実行し、STANDBY HOT ス
テートの状態です。

Switch# show redundancy states
         my state = 13 -ACTIVE
       peer state =  8 -STANDBY HOT 
             Mode = Duplex
             Unit = Primary
          Unit ID = 6

  Redundancy Mode (Operational) = Stateful Switchover
   Redundancy Mode (Configured) = Stateful Switchover
               Redundancy State = Stateful Switchover
                   Manual Swact = enabled

   Communications = Up

     client count = 64
   client_notification_TMR = 240000 milliseconds
            keep_alive TMR = 9000 milliseconds
          keep_alive count = 0 
      keep_alive threshold = 18 
             RF debug mask = 0   

runversion が完了すると、新しくアクティブになったスーパーバイザ エンジンが新しいソフトウェア 
バージョンを実行し、アクティブだったスーパーバイザ エンジンがスタンバイ スーパーバイザ エンジ

ンになります。スタンバイがリセットされたうえでリロードされますが、以前のソフトウェア バー

ジョンのまま、STANDBY HOT ステータスでオンラインに戻ります。次に、これらの状態を確認する

例を示します。

Switch# show redundancy
Redundant System Information :

------------------------------
       Available system uptime = 12 minutes
Switchovers system experienced = 0
              Standby failures = 0
        Last switchover reason = none

                 Hardware Mode = Duplex
    Configured Redundancy Mode = Stateful Switchover
     Operating Redundancy Mode = Stateful Switchover
              Maintenance Mode = Disabled
                Communications = Up

Current Processor Information :
------------------------------
               Active Location = slot 6
        Current Software state = ACTIVE
       Uptime in current state = 9 minutes
                 Image Version = Cisco IOS Software, IOS-XE Software, Catalyst 4500 L3 
Switch Software (cat4500e-UNIVERSALK9-M), Version 03.00.00.1.68 CISCO UNIVERSAL 
DEVELOPMENT K10 IOSD TEST VERSION
Copyright (c) 1986-2010 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Sun 29-Aug-10 03:57 by gsbuprod



6-23
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-25340-01-J

第 6 章      Cisco IOS XE インサービス ソフトウェア アップグレード プロセスの設定

ISSU プロセスの実行方法

        Configuration register = 0x2920

Peer Processor Information :
------------------------------
              Standby Location = slot 5
        Current Software state = STANDBY HOT
       Uptime in current state = 2 minutes
                 Image Version = Cisco IOS Software, IOS-XE Software, Catalyst 4500 L3 
Switch Software (cat4500e-UNIVERSALK9-M), Version 03.00.00.1.68 CISCO UNIVERSAL 
DEVELOPMENT K10 IOSD TEST VERSION
Copyright (c) 1986-2010 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Sun 29-Aug-10 03:57 by gsbuprod
        Configuration register = 0x2920

ISSU ロールバック タイマーの停止（任意）

ここでは、ロールバック タイマーを停止する方法について説明します。これは、任意で行う操作です。

ロールバック タイマーが「タイムアウト」するまで次の手順を実行しなかった場合は、自動的に ISSU 
プロセスが中止され、元の Cisco IOS XE ソフトウェア バージョンに戻されます。デフォルトのロール

バック タイマーは 45 分です。

行う必要がある操作は、次のように判断します。

• スイッチを長時間 runversion state ステートで維持する場合は、acceptversion コマンドを入力して

ロールバック タイマーを停止する必要があります 次に新しいソフトウェアを検証し、

commitversion コマンドを入力します（次の項を参照）。

• 45 分間のロールバック タイマー時間内に commitversion 動作に進む場合は、acceptversion コマ

ンドを使用してロールバック タイマーを停止する必要はありません。

（注） issu runversion コマンドのあと、任意で issu acceptversion コマンドを実行することができます。

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 Switch> enable 特権 EXEC モードをイネーブルにします。

プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 Switch# issu acceptversion [active-slot] 
[active-image-new]]

ロールバック タイマーを中止し、新しい Cisco IOS XE 
ISSU プロセスが ISSU プロセス中に自動的に中断されてい

ないようにします。

ロールバック タイマーによって指定された時間内に issu 
acceptversion コマンドを入力して、スーパーバイザ エン

ジンが外部への接続を確立したことを承認します。そうし

ないと、ISSU プロセスが終了し、ロールバック タイマー

が切れると、システムはスタンバイ スーパーバイザ エン

ジンに切り替えて、以前の Cisco IOS XE ソフトウェア 
バージョンに戻ります。

ステップ 3 Switch# show issu rollback-timer 自動ロールバックが行われるまでの時間を表示します。
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次に、停止する前のタイマーを表示する例を示します。次の例では、「Automatic Rollback Time」情報

に、自動ロールバックが行われるまでの時間が示されています。

Switch> enable
Switch# show issu rollback-timer
     Rollback Process State = 00:31:09 remaining
   Configured Rollback Time = 00:45:00

Switch# issu acceptversion 6 bootflash:new_image
% Rollback timer stopped. Please issue the commitversion command.
Switch# show issu rollback-timer
     Rollback Process State = Not in progress
   Configured Rollback Time = 00:45:00

新しくスタンバイになったスーパーバイザ エンジンへの新しい Cisco IOS 
XE ソフトウェアのロード

ここでは、新しいスタンバイ スーパーバイザ エンジンに新しいバージョンの Cisco IOS XE ソフトウェ

アをロードする方法について説明します。

アクティブ スーパーバイザ エンジンで次の手順を実行します。

次に、現在のスタンバイ スーパーバイザ エンジン（スロット 1）をリセットして、新しい Cisco IOS 
XE ソフトウェア バージョンをリロードする例を示します。commitversion コマンドを入力したあと、

スタンバイ スーパーバイザ エンジンが Standby Hot ステートで起動します。

Switch> enable
Switch# issu commitversion 5 slavebootflash:new_image
%issu commitversion executed successfully

次の命令を使用して、スタンバイ スーパーバイザ エンジンに新しいソフトウェアがリロードされてい

ることを確認します。

Switch# show redundancy states
         my state = 13 -ACTIVE
       peer state =  8 -STANDBY HOT 
             Mode = Duplex
             Unit = Primary
          Unit ID = 6

  Redundancy Mode (Operational) = Stateful Switchover
   Redundancy Mode (Configured) = Stateful Switchover
               Redundancy State = Stateful Switchover
                   Manual Swact = enabled

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 Switch> enable 特権 EXEC モードをイネーブルにします。

プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 Switch# issu commitversion [standby-slot] 
[standby-image-new]

新しい Cisco IOS XE ソフトウェア イメージがスタンバイ 
スーパーバイザ エンジンにロードされるようにします。

ステップ 3 Switch# show redundancy [states] 冗長ファシリティ ステート情報を表示します。

ステップ 4 Switch# show issu state [detail] ISSU プロセス中のスーパーバイザ エンジンのステートを

表示します。ISSU プロセスのこの時点で、このコマンド

を使用して、スタンバイ スーパーバイザ エンジンに新し

いイメージがロードされたことを確認します。
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   Communications = Up

client count = 64
   client_notification_TMR = 240000 milliseconds
            keep_alive TMR = 9000 milliseconds
          keep_alive count = 1 
      keep_alive threshold = 18 
             RF debug mask = 0   

Switch# show redundancy
Redundant System Information :

------------------------------
       Available system uptime = 12 minutes
Switchovers system experienced = 0
              Standby failures = 0
        Last switchover reason = none

                 Hardware Mode = Duplex
    Configured Redundancy Mode = Stateful Switchover
     Operating Redundancy Mode = Stateful Switchover
              Maintenance Mode = Disabled
                Communications = Up

Current Processor Information :
------------------------------
               Active Location = slot 4
        Current Software state = ACTIVE
       Uptime in current state = 9 minutes
                 Image Version = Cisco IOS Software, IOS-XE Software, Catalyst 4500 L3 
Switch Software (cat4500e-UNIVERSALK9-M), Version 03.00.00.1.68 CISCO UNIVERSAL 
DEVELOPMENT K10 IOSD TEST VERSION
Copyright (c) 1986-2010 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Sun 29-Aug-10 03:57 by gsbuprod
        Configuration register = 0x2920

Peer Processor Information :
------------------------------
              Standby Location = slot 3
        Current Software state = STANDBY HOT
       Uptime in current state = 2 minutes
                 Image Version = Cisco IOS Software, IOS-XE Software, Catalyst 4500 L3 
Switch Software (cat4500e-UNIVERSALK9-M), Version 03.00.00.1.68 CISCO UNIVERSAL 
DEVELOPMENT K10 IOSD TEST VERSION
Copyright (c) 1986-2010 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Sun 29-Aug-10 03:57 by gsbuprod
        Configuration register = 0x2920

Switch# show issu state detail
                               Slot = 6
                           RP State = Active
                         ISSU State = Init
                     Operating Mode = Stateful Switchover
                      Current Image = bootflash:new_image
          Pre-ISSU (Original) Image = N/A
         Post-ISSU (Targeted) Image = N/A

                               Slot = 5
                           RP State = Standby
                         ISSU State = Init
                     Operating Mode = Stateful Switchover
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                      Current Image = bootflash:new_image
          Pre-ISSU (Original) Image = N/A
         Post-ISSU (Targeted) Image = N/A

ISSU プロセスが完了しました。これ以降、Cisco IOS XE ソフトウェア バージョンのアップグレード

またはダウングレードを行うには、新しい ISSU プロセスの起動が必要になります。

changeversion を使用した ISSU アップグレードの自動化

このタスクでは、issu changeversion コマンドを使用して 1 ステップの ISSU アップグレードを実行す

る方法について説明します。

前提条件

• 新しいバージョンの Cisco IOS XE ソフトウェア イメージが、アクティブ スーパーバイザ エンジ

ンとスタンバイ スーパーバイザ エンジンの両方のファイル システムにすでに存在することを確認

します。また、適切なブート パラメータ（BOOT 文字列と設定レジスタ）が、アクティブ スー

パーバイザ エンジンとスタンバイ スーパーバイザ エンジンに設定されていることを確認します。

• （任意）追加のテストおよびコマンドを実行して、あとで比較するために必要なピアおよびイン

ターフェイスの現在のステートを判別します。

• システム（アクティブ スーパーバイザ エンジンとスタンバイ スーパーバイザ エンジンの両方）が 
SSO 冗長モードになっていることを確認します。システムが RPR モードである場合、ISSU CLI 
コマンドを使用してシステムをアップグレードすることはできますが、アップグレード中にシステ

ムが大量のパケットを損失します。

スーパーバイザ エンジンに SSO モードを設定する方法の詳細については、『Stateful Switchover』
を参照してください（第 9 章「Supervisor Engine 6-E および Supervisor Engine 6L-E で RPR およ

び SSO を使用したスーパーバイザ エンジンの冗長構成の設定」を参照）。

• ISSU が機能するためには、アクティブ スーパーバイザ エンジンとスタンバイ スーパーバイザ エ
ンジン上の IOS XE ソフトウェア イメージ ファイル名が一致する必要があります。
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アクティブ スーパーバイザ エンジンで次の手順を実行します。

次に、スロット番号 5（現在のアクティブ スーパーバイザ エンジンのスロット）で issu changeversion 
コマンドを使用して ISSU アップグレード プロセスを開始する例を示します。show issu state detail コ
マンドと show redundancy コマンドの出力が含まれており、アップグレード手順前後のスーパーバイ

ザ ステートが確認できます。

（注） 下の出力に含まれる成功メッセージは、ISSU アップグレード手順が ISSU ステートを進むため、いく

らか遅延した後で表示されます。

Switch> enable
Switch# show issu state detail
                               Slot = 5
                           RP State = Active
                         ISSU State = Init
                     Operating Mode = Stateful Switchover
                      Current Image = bootflash:x.bin
          Pre-ISSU (Original) Image = N/A

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 Switch> enable 特権 EXEC モードをイネーブルにします。

プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 Switch# issu changeversion [active-slot 
active-image-new]] [standby-slot 
[standby-image-new]] [at hh:mm | in hh:mm] 
[quick]

単一ステップの完全アップグレード プロセス サイクルを

開始します。ユーザの介入なしで 4 つの標準コマンド

（issu loadversion、issu runversion、issu acceptversion、お

よび issu commitversion）のロジックを実行します。

active-slot：アクティブなスロット番号を定義します。

new-image：アップグレード先の IOS XE イメージの URL 
を指定します。

standby-slot：スタンバイ スロット番号を定義します。

standby-image：スタンバイ IOS XE イメージの URL を指

定します。

at hh:mm：将来開始する ISSU アップグレードをスケジュー

ルします。次の 24 時間以内にアップグレードを開始する正

確な時刻（hh:mm、24 時間形式）を入力します。

in hh:mm：将来開始する ISSU アップグレードをスケ

ジュールします。アップグレードを開始する前に経過する

時間および分の長さ（hh:mm 形式）を指定します（ 大 
99:59）。

quick：スイッチオーバー時に、スタンバイ スーパーバイ

ザ エンジンを古いイメージではなく、新しいイメージで

ブートすることによって、アップグレードを高速化しま

す。

ステップ 3 Switch# show issu state [detail] ISSU プロセス中のスーパーバイザ エンジンのステートを

表示します。ISSU プロセスのこの時点で、このコマンド

を使用して、スタンバイ スーパーバイザ エンジンがロー

ドされ、SSO モードになっていることを確認します。

ステップ 4 Switch# show redundancy [states] 冗長ファシリティ ステート情報を表示します。
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         Post-ISSU (Targeted) Image = N/A

                               Slot = 6
                           RP State = Standby
                         ISSU State = Init
                     Operating Mode = Stateful Switchover
                      Current Image = bootflash:x.bin
          Pre-ISSU (Original) Image = N/A
         Post-ISSU (Targeted) Image = N/A

Switch# show redundancy
Redundant System Information :

------------------------------
       Available system uptime = 12 minutes
Switchovers system experienced = 0
              Standby failures = 0
        Last switchover reason = none

                 Hardware Mode = Duplex
    Configured Redundancy Mode = Stateful Switchover
     Operating Redundancy Mode = Stateful Switchover
              Maintenance Mode = Disabled
                Communications = Up

Current Processor Information :
------------------------------
               Active Location = slot 5
        Current Software state = ACTIVE
       Uptime in current state = 9 minutes
                 Image Version = Cisco IOS Software, IOS-XE Software, Catalyst 4500 L3 
Switch Software (cat4500e-UNIVERSALK9-M), Version 03.00.00.1.68 CISCO UNIVERSAL 
DEVELOPMENT K10 IOSD TEST VERSION
Copyright (c) 1986-2010 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Sun 29-Aug-10 03:57 by gsbuprod
        Configuration register = 0x2920

Peer Processor Information :
------------------------------
              Standby Location = slot 6
        Current Software state = STANDBY HOT
       Uptime in current state = 2 minutes
                 Image Version = Cisco IOS Software, IOS-XE Software, Catalyst 4500 L3 
Switch Software (cat4500e-UNIVERSALK9-M), Version 03.00.00.1.68 CISCO UNIVERSAL 
DEVELOPMENT K10 IOSD TEST VERSION
Copyright (c) 1986-2010 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Sun 29-Aug-10 03:57 by gsbuprod
        Configuration register = 0x2920

Switch# issu changeversion bootflash:y.bin 
% 'issu changeversion' is now executing 'issu loadversion'
% issu loadversion executed successfully, Standby is being reloaded

% changeversion finished executing loadversion, waiting for standby to reload and reach 
SSO ...

（注） スタンバイにターゲット イメージがリロードされます。

.....

.....
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*Feb 25 20:41:00.479: %INSTALLER-7-ISSU_OP_SUCC:  issu changeversion is now executing 
'issu runversion'
*Feb 25 20:41:03.639: %INSTALLER-7-ISSU_OP_SUCC:  issu changeversion successfully executed 
'issu runversion'

（注） スイッチオーバーが発生します。

......

......

新しいアクティブ スーパーバイザ エンジンのコンソールを確認します。

*Feb 25 20:47:39.859: %RF-5-RF_TERMINAL_STATE: Terminal state reached for (SSO) 
*Feb 25 20:47:39.971: %INSTALLER-7-ISSU_OP_SUCC:  issu changeversion is now executing 
'issu commitversion'
…..
…..

（注） 新しいスタンバイ スーパーバイザ エンジンにターゲット イメージがリロードされます。SSO 
terminal ステートに達すると changeversion が成功します。

*Feb 25 20:54:16.092: %HA_CONFIG_SYNC-6-BULK_CFGSYNC_SUCCEED: Bulk Sync succeeded
*Feb 25 20:54:16.094: %RF-5-RF_TERMINAL_STATE: Terminal state reached for (SSO) 
Switch#

Switch# show issu state detail

                               Slot = 6
                           RP State = Active
                         ISSU State = Init
                     Operating Mode = Stateful Switchover
                      Current Image = bootflash:y.bin
          Pre-ISSU (Original) Image = N/A
         Post-ISSU (Targeted) Image = N/A

                               Slot = 5
                           RP State = Standby
                         ISSU State = Init
                     Operating Mode = Stateful Switchover
                      Current Image = bootflash:y.bin
          Pre-ISSU (Original) Image = N/A
         Post-ISSU (Targeted) Image = N/A

Switch# show redundancy
Redundant System Information :

------------------------------
       Available system uptime = 12 minutes
Switchovers system experienced = 0
              Standby failures = 0
        Last switchover reason = none

                 Hardware Mode = Duplex
    Configured Redundancy Mode = Stateful Switchover
     Operating Redundancy Mode = Stateful Switchover
              Maintenance Mode = Disabled
                Communications = Up

Current Processor Information :
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------------------------------
               Active Location = slot 6
        Current Software state = ACTIVE
       Uptime in current state = 9 minutes
                 Image Version = Cisco IOS Software, IOS-XE Software, Catalyst 4500 L3 
Switch Software (cat4500e-UNIVERSALK9-M), Version 03.00.00.1.68 CISCO UNIVERSAL 
DEVELOPMENT K10 IOSD TEST VERSION
Copyright (c) 1986-2010 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Sun 29-Aug-10 03:57 by gsbuprod
        Configuration register = 0x2920

Peer Processor Information :
------------------------------
              Standby Location = slot 5
        Current Software state = STANDBY HOT
       Uptime in current state = 2 minutes
                 Image Version = Cisco IOS Software, IOS-XE Software, Catalyst 4500 L3 
Switch Software (cat4500e-UNIVERSALK9-M), Version 03.00.00.1.68 CISCO UNIVERSAL 
DEVELOPMENT K10 IOSD TEST VERSION
Copyright (c) 1986-2010 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Sun 29-Aug-10 03:57 by gsbuprod
        Configuration register = 0x2920

次に、at コマンド オプション付きの issu changeversion を使用して、指定した時刻に ISSU アップグ

レード手順が自動的に開始されるようにスケジュールする例を示します。この例では、ISSU アップグ

レードが 16:30（24 時間形式）に開始するように指定します。show issu state detail コマンドと show 
redundancy コマンドの出力は、issu changeversion コマンドが入力された前後のスーパーバイザの状

態を示すために含まれます。

Switch> enable
Switch# show issu state detail
                               Slot = 5
                           RP State = Active
                         ISSU State = Init
                     Operating Mode = Stateful Switchover
                      Current Image = bootflash:x.bin
          Pre-ISSU (Original) Image = N/A
         Post-ISSU (Targeted) Image = N/A

                               Slot = 6
                           RP State = Standby
                         ISSU State = Init
                     Operating Mode = Stateful Switchover
                      Current Image = bootflash:x.bin
          Pre-ISSU (Original) Image = N/A
         Post-ISSU (Targeted) Image = N/A

Switch# show redundancy
Redundant System Information :

------------------------------
       Available system uptime = 12 minutes
Switchovers system experienced = 0
              Standby failures = 0
        Last switchover reason = none

                 Hardware Mode = Duplex
    Configured Redundancy Mode = Stateful Switchover
     Operating Redundancy Mode = Stateful Switchover
              Maintenance Mode = Disabled
                Communications = Up

Current Processor Information :
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------------------------------
               Active Location = slot 5
        Current Software state = ACTIVE
       Uptime in current state = 9 minutes
                 Image Version = Cisco IOS Software, IOS-XE Software, Catalyst 4500 L3 
Switch Software (cat4500e-UNIVERSALK9-M), Version 03.00.00.1.68 CISCO UNIVERSAL 
DEVELOPMENT K10 IOSD TEST VERSION
Copyright (c) 1986-2010 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Sun 29-Aug-10 03:57 by gsbuprod
        Configuration register = 0x2920

Peer Processor Information :
------------------------------
              Standby Location = slot 6
        Current Software state = STANDBY HOT
       Uptime in current state = 2 minutes
                 Image Version = Cisco IOS Software, IOS-XE Software, Catalyst 4500 L3 
Switch Software (cat4500e-UNIVERSALK9-M), Version 03.00.00.1.68 CISCO UNIVERSAL 
DEVELOPMENT K10 IOSD TEST VERSION
Copyright (c) 1986-2010 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Sun 29-Aug-10 03:57 by gsbuprod
        Configuration register = 0x2920

Switch# issu changeversion 5 bootflash:y.bin 6 slavebootflash:y at 16:30
% 'issu changeversion' was executed at [ Apr 12 16:27:43 ].
% The planned ISSU changeversion is to occur in (hh:mm:ss) [ 00:03:00 ] at [ Apr 12 
16:30:43 ].
% Current system time: [ Apr 12 16:27:43 ]
% Planned upgrade image: bootflash:y.bin
% To cancel the planned upgrade, please execute 'issu abortversion'

Switch# show issu state detail
                               Slot = 5
                           RP State = Active
                         ISSU State = Init
                        Changeversion = TRUE
                     Operating Mode = Stateful Switchover
                      Current Image = bootflash:x.bin
          Pre-ISSU (Original) Image = N/A
         Post-ISSU (Targeted) Image = N/A

                               Slot = 6
                           RP State = Standby
                         ISSU State = Init
                        Changeversion = TRUE
                     Operating Mode = Stateful Switchover
                      Current Image = bootflash:x.bin
          Pre-ISSU (Original) Image = N/A
         Post-ISSU (Targeted) Image = N/A

ISSU プロセス中のソフトウェア アップグレードの中断

issu abortversion コマンドを入力して、どの段階においても手動で ISSU プロセスを中断できます

（issu commitversion コマンドを入力する前）。issu abortversion コマンドは、自動 ISSU アップグ

レードがまだ進行中に、issu changeversion コマンドを入力した後で発行することもできます。また、

ソフトウェアによる障害の検知によっても、ISSU プロセスは自動的に中断します。

（注） スタンバイ スーパーバイザ エンジンが Standby Hot ステートに移行する前に、issu abortversion コマ

ンドを発行すると、トラフィックが中断する可能性があります。
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issu loadversion コマンドを発行したあとにプロセスを手動で中断した場合、スタンバイ スーパーバイ

ザ エンジンがリセットされ、元のソフトウェアがリロードされます。

issu runversion または issu acceptversion コマンドのいずれかを入力したあとにプロセスが中断され

た場合は、元のソフトウェア バージョンを引き続き実行している新しいスタンバイ スーパーバイザ エ
ンジンで 2 回めのスイッチオーバーが実行されます。新しいソフトウェアを実行していたスーパーバイ

ザ エンジンがリセットされ、元のソフトウェア バージョンがリロードされます。

（注） アクティブ スーパーバイザ エンジン上で abortversion コマンドを発行する前に、スタンバイ スー

パーバイザ エンジンが完全にブートしていることを確認します。

ここでは、issu commitversion コマンドを使用して ISSU プロセスを完了する前に、ISSU プロセスを

中断する方法について説明します。

アクティブ スーパーバイザ エンジンで次の作業を実行します。

次に、現在のアクティブ スーパーバイザ エンジン用のスロットであるスロット番号 6 で ISSU プロセ

スを中止する例を示します。この例では、issu abortversion コマンドが入力された時点で ISSU アップ

グレード プロセスが Runversion ステートに入ります。

Switch> enable
Switch# show issu state detail
                               Slot = 6
                           RP State = Active
                         ISSU State = Run Version
                     Operating Mode = Stateful Switchover
                      Current Image = bootflash:x.bin
          Pre-ISSU (Original) Image = bootflash:y.bin
         Post-ISSU (Targeted) Image = bootflash:x.bin

                               Slot = 5
                           RP State = Standby
                         ISSU State = Run Version
                     Operating Mode = Stateful Switchover
                      Current Image = bootflash:y.bin
          Pre-ISSU (Original) Image = bootflash:y.bin
         Post-ISSU (Targeted) Image = bootflash:x.bin

Switch# issu abortversion 6
% issu abortversion initiated successfully
Switch# show issu state detail

                               Slot = 5
                           RP State = Active
                         ISSU State = Init
                     Operating Mode = Stateful Switchover
                      Current Image = bootflash:y.bin
          Pre-ISSU (Original) Image = N/A
         Post-ISSU (Targeted) Image = N/A

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 Switch> enable 特権 EXEC モードをイネーブルにします。

プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 Switch# issu abortversion [active slot 
[active-image-new]]

進行中の ISSU アップグレードまたはダウングレード プ
ロセスをキャンセルし、スイッチをプロセスが開始する

前の状態に戻します。
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                               Slot = 6
                           RP State = Standby
                         ISSU State = Init
                     Operating Mode = Stateful Switchover
                      Current Image = bootflash:y.bin
          Pre-ISSU (Original) Image = N/A
         Post-ISSU (Targeted) Image = N/A

Switch#

アップグレード問題を回避するためのロールバック タイマーの設定

Cisco IOS XE ソフトウェアは、アップグレードによって、新しいアクティブ スーパーバイザ エンジン

とスタンバイ スーパーバイザ エンジン間の通信が途絶えるのを避けるために、ISSU ロールバック タ
イマーを維持します。

新しいソフトウェアがコミットされていない場合、または Run Version モード中にスイッチへの接続が

失われた場合にユーザが待つ必要がないように、ロールバック タイマーを 45 分（デフォルト）以内に

設定することもできます。新しい Cisco IOS XE ソフトウェア イメージをコミットする前に、その動作

確認に十分な時間が必要な場合は、ロールバック タイマーを 45 分より長く設定することもできます。

（注） 有効なタイマー値の範囲は、0 ～ 7200 秒（2 時間）です。0 秒の値を設定すると、ロールバック タイ

マーはディセーブルになります。

アクティブ スーパーバイザ エンジンの新しいイメージが正常に行われていることに満足し、現在の状

態を保つ場合は、issu acceptversion コマンドを実行することにより、承諾したことを示すことができ

ます。これにより、ロールバック タイマーが停止します。

この段階で issu commitversion コマンドを実行することは、issu acceptversion コマンドと issu 
commitversion コマンドの両方を入力することと同じです。現在の状態で一定期間実行しない予定で、

新しいソフトウェア バージョンに満足している場合は、issu commitversion コマンドを使用します。

（注） ロールバック タイマーは、ISSU の Init ステートでだけ設定できます。

ここでは、ロールバック タイマーを設定する方法について説明します。

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 Switch> enable 特権 EXEC モードをイネーブルにします。

プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 3 Switch(config)# issu set rollback-timer value ロールバック タイマー値を設定します。設定可能な値の範

囲は 0 ～ 7200 です。

ステップ 4 Switch(config)# exit 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 Switch# show issu rollback-timer ISSU ロールバック タイマーの現在の設定を表示します。



6-34
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-25340-01-J

第 6 章      Cisco IOS XE インサービス ソフトウェア アップグレード プロセスの設定

ISSU プロセスの実行方法

次に、ロールバック タイマーを 3600 秒に設定する例を示します。

Switch> enable
Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)# issu set rollback-timer 3600
% Rollback timer value set to [ 3600 ] seconds

Switch(config)# exit

Switch# show issu rollback-timer
        Rollback Process State = Not in progress
      Configured Rollback Time = 60:00

次の例で示すように、ロールバック タイマーは loadversion または runversion ステートで設定できませ

ん。

Switch# show issu state detail
                               Slot = 5
                           RP State = Active
                         ISSU State = Load Version
                     Operating Mode = Stateful Switchover
                      Current Image = bootflash:old_image
          Pre-ISSU (Original) Image = bootflash:old_image
         Post-ISSU (Targeted) Image = bootflash:new_image

                               Slot = 6
                           RP State = Standby
                         ISSU State = Load Version
                     Operating Mode = Stateful Switchover
                      Current Image = bootflash:new_image
          Pre-ISSU (Original) Image = bootflash:old_image
         Post-ISSU (Targeted) Image = bootflash:new_image

Switch# show issu rollback-timer 
        Rollback Process State = Not in progress
      Configured Rollback Time = 60:00

Switch# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)# issu set rollback-timer 20
% ISSU state should be [ init ] to set the rollback timer

ISSU 互換性マトリクス情報の表示

ISSU 互換性マトリクスには、他の IOS XE ソフトウェア リリースと該当するバージョンに関する情報

が含まれます。この互換性マトリクスには、2 つのソフトウェア バージョン（1 つは、アクティブ スー

パーバイザ エンジンで実行されるソフトウェア バージョンで、もう一方はスタンバイ スーパーバイザ 
エンジンで実行されるソフトウェア バージョン）の互換性が示され、これによって、システムは実現

可能な も高度な動作モードを判別できます。この情報は、ユーザが ISSU を使用するかどうかを判断

する場合にも役立ちます。

ここでは、ISSU 互換性マトリクスに関する情報を表示する方法を示します。
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次に、ネゴシエートされた互換性マトリクスに関する情報を表示する例を示します。

Switch> enable
Switch# show issu comp-matrix negotiated 

CardType: WS-C4507R-E(182), Uid: 4,  Image Ver: 03.00.00.1.68
Image Name: cat4500e-UNIVERSALK9-M

Cid     Eid     Sid     pSid    pUid      Compatibility
=======================================================
2       1       131078  3       3         COMPATIBLE
3       1       131100  5       3         COMPATIBLE
4       1       131123  9       3         COMPATIBLE
.....
.....

Message group summary:
Cid     Eid     GrpId     Sid     pSid    pUid    Nego Result
=============================================================
2       1       1         131078  3       3       Y
3       1       1         131100  5       3       Y
4       1       1         131123  9       3       Y
.....
.....

List of Clients:
Cid       Client Name              Base/Non-Base
================================================
2         ISSU Proto client        Base
3         ISSU RF                  Base
4         ISSU CF client           Base
.....
.....

次に、保存された互換性マトリクスに関する情報を表示する例を示します。

Switch# show issu comp-matrix stored
 
Number of Matrices in Table = 1

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 Switch> enable 特権 EXEC モードをイネーブルにします。プロンプトが表

示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 Switch# show issu comp-matrix 
{negotiated | stored | xml}

ISSU 互換性マトリクスに関する情報を表示します。

• negotiated：ネゴシエートされた互換性マトリクス情

報を表示します。

• stored：保存された互換性マトリクス情報を表示しま

す。 

• xml：ネゴシエートされた互換性マトリクス情報を 
XML 形式で表示します。

（注） これらのコマンドは、IOSd プロセス内部のデータ

しか表示しません。システム全体に関する情報を

表示するには、show package compatibility を使用

します。

ステップ 3 Switch# show package compatibility システムのすべてのクライアント互換性に関する情報を表

示します。
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        (1) Matrix for cat4500e-ENTSERVICESK9-M(182) - cat4500ex-ENTSERVICESK9-M(182) 
        ==========================================
        Start Flag (0xDEADBABE)

                My Image ver:  03.01.00.SG
                Peer Version    Compatibility
                ------------    -------------
                03.01.00.SG              Comp(3)
Switch#

Dynamic Image Version Compatibility（DIVC）機能が IOS XE リリースでサポートされています。

DIVC を使用すれば、アクティブ スーパーバイザ エンジンとスタンバイ スーパーバイザ エンジンで 
ISSU 中に 2 種類の DIVC 対応 IOS XE ソフトウェア イメージが動作している場合に、Incomp(1)、
Base(2)、または Comp(3) ではなく、Dynamic(0) を保存して、互換性をランタイム中に判断すること

ができます。

Catalyst 4500 スイッチでは、保存された互換性マトリクスの値 Dynamic(0) は通常、2 つの IOS XE ソ
フトウェア イメージ間のランタイム ネゴシエーション時に、Base(2) または Comp(3) になります。現

在、保存された互換性マトリクスに他の IOS XE 名があるかぎり、Incomp(1) は確認できません。

次に、ネゴシエートされた非 IOSd クライアントに関する情報を表示する例を示します。

Switch# show package compatibility
     PackageName      PeerPackageName                       ModuleName    Compatibility
     -----------      --------------- --------------------------------    -------------
         rp_base              rp_base                              aaa       COMPATIBLE
         rp_base              rp_base                        aaacommon       COMPATIBLE
         rp_base              rp_base                    access_policy       COMPATIBLE
         rp_base              rp_base                         app_sess       COMPATIBLE
         rp_base              rp_base                     app_sess_ios       COMPATIBLE
         rp_base              rp_base                         auth_mgr       COMPATIBLE
......
......

Cisco IOS XE 3.1.0SG のシスコのハイ アベイラビリティ機
能

ここでは、Cisco IOS XE 3.1.0SG でサポートされているハイ アベイラビリティ ソフトウェア機能につ

いて説明します。機能マニュアルへのリンクが掲載されています。

機能ガイドには、複数の機能に関する情報が含まれている場合があります。機能ガイドで特定の機能に

関する情報を検索する場合は、巻末の機能情報表を参照してください。

機能ガイドには、さまざまなソフトウェア リリースとプラットフォームでサポートされている機能が

掲載されています。ご使用のシスコ ソフトウェア リリースまたはプラットフォームで、機能ガイドに

記載されたすべての機能がサポートされているとは限りません。そのガイドでどの機能がソフトウェア 
リリースでサポートされるかについては、機能ガイドの 後にある機能情報の表を参照してください。

プラットフォームのサポートおよびシスコ ソフトウェア イメージのサポートに関する情報を検索する

には、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には 
http://www.cisco.com/go/cfn からアクセスしてください。Cisco.com のアカウントは不要です。

ISSU（IOS In-Service Software Upgrade）

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ha/configuration/guide/ha-inserv_updg.html

http://www.cisco.com/go/cfn
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ha/configuration/guide/ha-inserv_updg.html
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拡張高システム可用性

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ha/configuration/guide/ha-stfl_swovr.html

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ha/configuration/guide/ha-stfl_swovr.html
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インターフェイスの設定

この章では、スタンドアロンおよびモジュラ スイッチの Catalyst 4500 シリーズでインターフェイスを

設定する方法について説明します。設定上の注意事項、設定手順、および設定例についても示します。

この章の主な内容は、次のとおりです。

• 「インターフェイス設定について」（P.7-2）

• 「interface コマンドの使用」（P.7-2）

• 「インターフェイス範囲の設定」（P.7-4）

• 「イーサネット管理ポートの使用」（P.7-6）

• 「インターフェイス範囲マクロの定義および使用方法」（P.7-11）

• 「X2 ポートへの Small Form-Factor Pluggable（SFP+）の配置」（P.7-12）

• 「Supervisor Engine V-10GE での 10 ギガビット イーサネット ポートおよびギガビット イーサネッ

ト SFP ポートの配置」（P.7-12）

• 「10 ギガビット イーサネット ポートまたはギガビット イーサネット ポートの配置」（P.7-13）

• 「Supervisor Engine 6-E および Supervisor Engine 6L-E での共有バックプレーン アップリンク 
モードの呼び出し」（P.7-16）

• 「Supervisor Engine 7-E および Supervisor Engine 7L-E の制限および制約事項」（P.7-17）

• 「Supervisor Engine 6-E でのアップリンク モードの選択」（P.7-17）

• 「Supervisor Engine 7L-E でのアップリンク ポートの選択」（P.7-18）

• 「光デジタル モニタ トランシーバのサポート」（P.7-19）

• 「オプションのインターフェイス機能の設定」（P.7-19）

• 「活性挿抜の概要」（P.7-33）

• 「WS-4500X-32 の活性挿抜」（P.7-33）

• 「インターフェイスのモニタリングおよびメンテナンス」（P.7-36）

（注） この章で使用するスイッチ コマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL で『Cisco 
Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』と関連資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products//hw/switches/ps4324/index.html

『Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』に掲載されていないコマンドについては、より詳

細な Cisco IOS ライブラリを参照してください。次の URL でCisco IOS コマンド リファレンスと関連

http://www.cisco.com/en/US/products//hw/switches/ps4324/index.html
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資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html

インターフェイス設定について
デフォルトでは、すべてのインターフェイスがイネーブルになっています。10/100 Mbps イーサネット 
インターフェイスは、接続速度とデュプレックスを自動ネゴシエーションします。10/100/1000 Mbps 
イーサネット インターフェイスは、速度、デュプレックス、フロー制御をネゴシエーションします。

1000 Mbps イーサネット インターフェイスは、フロー制御だけをネゴシエーションします。自動ネゴ

シエーションでは、所定の 2 ポートで 速の速度が自動的に選択されます。インターフェイスの速度が

明示的に指定されている場合は、インターフェイスが、明示的に全二重に設定されている場合を除い

て、デフォルトで半二重に設定されます。

多くの機能は、インターフェイスごとにイネーブルになります。interface コマンドを入力するとき、

次の事項を指定する必要があります。

• インターフェイス タイプ

– ファスト イーサネット（fastethernet キーワードを使用）

– ギガビット イーサネット（gigabitethernet キーワードを使用）

– 10 ギガビット イーサネット（tengigabitethernet キーワードを使用）

• スロット番号：インターフェイス モジュールの搭載先スロットです。スロットには、上から下へ、

1 から始まる通し番号が付けられています。

• インターフェイス番号：モジュールのインターフェイス番号です。  インターフェイス番号は、常に 
1 から始まります。スイッチの正面に向かって左から右に、インターフェイスに番号が付けられて

います。

スイッチ上のスロット /インターフェイスの物理的位置を確認して、インターフェイスを特定できま

す。また、Cisco Internetwork Operating System（Cisco IOS）の show コマンドを使用して、特定のイ

ンターフェイスまたはすべてのインターフェイスに関する情報を表示することもできます。

interface コマンドの使用
次に示す一般的な手順は、すべてのインターフェイスの設定作業に適用されます。

ステップ 1 特権 EXEC プロンプトに、configure terminal コマンドを入力して、グローバル コンフィギュレー

ション モードを開始します。

Switch# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)# 

ステップ 2 グローバル コンフィギュレーション モードで、interface コマンドを入力します。インターフェイス 
カード上のコネクタのインターフェイス タイプおよびインターフェイス番号を識別します。次に、

ファスト イーサネット、スロット 5、インターフェイス 1 を選択する例を示します。

Switch(config)# interface fastethernet 5/1 
Switch(config-if)# 

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html
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ステップ 3 インターフェイスの番号は、インストレーション時に、またはシステムにモジュールが追加されたとき

に工場で割り当てられます。スイッチに搭載されているすべてのインターフェイスのリストを表示する

には、show interfaces EXEC コマンドを使用します。次の出力例のように、スイッチがサポートする

インターフェイスごとにレポートが作成されます。

Switch(config-if)#Ctrl-Z
Switch#show interfaces
Vlan1 is up, line protocol is down 
  Hardware is Ethernet SVI, address is 0004.dd46.7aff (bia 0004.dd46.7aff)
  MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec, 
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
  Last input never, output never, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue: 0/40 (size/max)
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
     Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
     0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 interface resets
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
GigabitEthernet1/1 is up, line protocol is down 
  Hardware is Gigabit Ethernet Port, address is 0004.dd46.7700 (bia 0004.dd46.7700)
  MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec, 
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  Auto-duplex, Auto-speed
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
  Last input never, output never, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/2000/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue: 0/40 (size/max)
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
     Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
     0 input packets with dribble condition detected
     0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
     0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
     0 lost carrier, 0 no carrier
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
GigabitEthernet1/2 is up, line protocol is down 
  Hardware is Gigabit Ethernet Port, address is 0004.dd46.7701 (bia 0004.dd46.7701)
  MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec, 
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  Auto-duplex, Auto-speed
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
  Last input never, output never, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/2000/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue: 0/40 (size/max)
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  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
     Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
     0 input packets with dribble condition detected
     0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
     0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
     0 lost carrier, 0 no carrier
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
--More-- 
<...output truncated...>

ステップ 4 次の例に示すように、ファスト イーサネット インターフェイス 5/5 の設定を開始するには、グローバ

ル コンフィギュレーション モードで interface キーワード、インターフェイス タイプ、スロット番号、

インターフェイス番号を入力します。

Switch# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)# interface fastethernet 5/5 
Switch(config-if)# 

（注） インターフェイス タイプとインターフェイス番号の間には、スペースは不要です。たとえば、

上記の例では、fastethernet 5/5 または fastethernet5/5 のいずれを入力してもかまいません。

ステップ 5 interface コマンドに続いて、個々のインターフェイスに必要なインターフェイス コンフィギュレー

ション コマンドを入力します。入力するコマンドによって、そのインターフェイス上で実行されるプ

ロトコルおよびアプリケーションが決まります。別の interface コマンドを入力するか、または Ctrl を
押した状態で Z を押してインターフェイス コンフィギュレーション モードを終了し、特権 EXEC モー

ドに戻るまで、入力したコマンドが収集され、対応する interface コマンドに適用されます。

ステップ 6 インターフェイスを設定したあとで、「インターフェイスのモニタリングおよびメンテナンス」

（P.7-36）に記載されている show EXEC コマンドを使用して、インターフェイスのステータスを確認

します。

インターフェイス範囲の設定
インターフェイス範囲コンフィギュレーション モードを使用して、同じコンフィギュレーション パラ

メータを持つ複数のインターフェイスを設定できます。インターフェイス範囲コンフィギュレーション 
モードを開始すると、このモードを終了するまで、入力したすべてのコマンド パラメータが、その範

囲内のすべてのインターフェイスに適用されます。

同じ設定を持つインターフェイスの範囲を設定するには、次のコマンドを入力します。
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（注） interface range コマンドを使用する場合、vlan、fastethernet、gigabitethernet、
tengigabitethernet、macro キーワードとダッシュの間にスペースを入れます。コマンド interface 
range fastethernet 5/1 - 5 は有効な範囲を指定していますが、コマンド interface range fastethernet 
5/1-5 には有効な range コマンドが含まれていません。

（注） interface range コマンドは、interface vlan コマンドを使用して設定されている Virtual Local Area 
Network（VLAN; 仮想ローカル エリア ネットワーク）インターフェイスについてだけ有効です（設定

済みの VLAN インターフェイスを表示するには、show running-configuration コマンドを使用しま

す）。show running-configuration コマンドで表示されない VLAN インターフェイスに、interface 
range コマンドは使用できません。

次に、ファスト イーサネット インターフェイス 5/1 ～ 5/5 すべてを再びイネーブルにする例を示しま

す。

Switch(config)# interface range fastethernet 5/1 - 5 
Switch(config-if-range)# no shutdown 
Switch(config-if-range)#
*Oct  6 08:24:35: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet5/1, changed state to up
*Oct  6 08:24:35: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet5/2, changed state to up
*Oct  6 08:24:35: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet5/3, changed state to up
*Oct  6 08:24:35: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet5/4, changed state to up
*Oct  6 08:24:35: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet5/5, changed state to up
*Oct  6 08:24:36: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet5/
5, changed state to up
*Oct  6 08:24:36: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet5/
3, changed state to up
*Oct  6 08:24:36: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet5/
4, changed state to up
Switch(config-if)#

次に、カンマを使用して、タイプの異なるインターフェイス ストリングを追加して範囲を指定し、

ファスト イーサネット インターフェイス 5/1 ～ 5/5 と、GigabitEthernet 1/1 および 1/2 を再びイネー

ブルにする例を示します。

Switch(config-if)# interface range fastethernet 5/1 - 5, gigabitethernet 1/1 - 2 
Switch(config-if)# no shutdown 
Switch(config-if)#
*Oct  6 08:29:28: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet5/1, changed state to up
*Oct  6 08:29:28: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet5/2, changed state to up
*Oct  6 08:29:28: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet5/3, changed state to up
*Oct  6 08:29:28: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet5/4, changed state to up
*Oct  6 08:29:28: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet5/5, changed state to up
*Oct  6 08:29:28: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/1, changed state to

コマンド 目的

Switch(config)# interface range 
{vlan vlan_ID - vlan_ID} | 
{{fastethernet | gigabitethernet | 
tengigabitethernet | macro macro_name} 
slot/interface - interface} [, 
{vlan vlan_ID - vlan_ID} {{fastethernet 
| gigabitethernet | tengigabitethernet | 
macro macro_name} 
slot/interface - interface}] 

設定するインターフェイスの範囲を選択します。次

の点に注意してください。

• ダッシュの前にスペースを入れます。

• カンマで区切って、範囲を 5 つまで入力できま

す。

• カンマの前後にスペースは必要ありません。
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 up
*Oct  6 08:29:28: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/2, changed state to
 up
*Oct  6 08:29:29: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet5/
5, changed state to up
*Oct  6 08:29:29: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet5/
3, changed state to up
*Oct  6 08:29:29: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet5/
4, changed state to up
Switch(config-if)#

（注） インターフェイス範囲コンフィギュレーション モードで複数のコンフィギュレーション コマンドを入

力するとき、各コマンドは入力するたびに実行されます（インターフェイス範囲コンフィギュレーショ

ン モードの終了後にまとめて実行されるわけではありません）。コマンドの実行中にインターフェイス

範囲コンフィギュレーション モードを終了すると、一部のコマンドが範囲内のすべてのインターフェ

イスで実行されない場合もあります。コマンド プロンプトが表示されたのを確認してから、インター

フェイス範囲コンフィギュレーション モードを終了してください。

イーサネット管理ポートの使用
ここでは、次の情報について説明します。

• 「イーサネット管理ポートの概要」（P.7-6）

• 「サポートされるイーサネット管理ポートの機能」（P.7-10）

• 「イーサネット管理ポートの設定」（P.7-10）

イーサネット管理ポートの概要

イーサネット管理ポートは、PC を接続するレイヤ 3 ホスト ポートで、Fa1 または fastethernet1 ポート
とも呼ばれます。ネットワークの管理に、スイッチ コンソール ポートの代わりとしてイーサネット管

理ポートを使用します。スイッチを管理するときに、PC を Catalyst 4500 シリーズ スイッチ上のイー

サネット管理ポートに接続します （図 7-1）。

（注） PC をイーサネット管理ポートに接続するときに、IP アドレスを割り当てる必要があります。

図 7-1 スイッチの PC への接続

15
75

49

PC
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デフォルトでは、イーサネット管理ポートはイネーブルです。スイッチは、イーサネット管理ポートか

らネットワーク ポートへ、およびネットワーク ポートからイーサネット管理ポートへのパケットの

ルーティングを行えません。このルーティングを行うには、Fa1 インターフェイスを mgmtVrf と呼ば

れる別のルーティング ドメイン（または VRF ドメイン）に自動的に配置する必要があります （起動時

に、実行コンフィギュレーションに ip Vrf forwarding mgmtVrf という行が表示されます）。詳細につい

ては、「Fa1 インターフェイスと mgmtVrf」（P.7-7）を参照してください。

イーサネット管理ポートがルーティングをサポートしていない場合でも、ポートでルーティング プロ

トコルをイネーブルにする必要があります。図 7-2 に示すように、PC とスイッチが複数のホップ分離

れていて、パケットを PC に送信するには複数のレイヤ 3 デバイスを経由しなければならない場合、

イーサネット管理ポート上のルーティング プロトコルをイネーブルにする必要があります。

図 7-2 ルーティング プロトコルをイネーブルにしたネットワーク

イーサネット管理ポートの特定の実装は、適用する冗長性モデルに依存します。

Stateful Switchover（SSO; ステートフル スイッチオーバー）および In Service Software Upgrade
（ISSU; インサービス ソフトウェア アップグレード）設定の詳細については、第 9 章「Supervisor 
Engine 6-E および Supervisor Engine 6L-E で RPR および SSO を使用したスーパーバイザ エンジンの

冗長構成の設定」および第 5 章「Cisco IOS インサービス ソフトウェア アップグレード プロセスの設

定」を参照してください。

Fa1 インターフェイスと mgmtVrf

注意 イーサネット管理ポートは、帯域外アクセスだけを対象にしています。コンソール ポートと同様

に、イーサネット管理ポートは、スイッチの重要なリソースに直接アクセスできます。インバンド 
ネットワークにこのポートを接続すると、パフォーマンスの低下や DoS 攻撃に対する脆弱性が生じ

る可能性があります。

Fa1 を使用するすべての機能が VRF を認識する必要があります。

（注） 同じルーティング ドメイン内にその他のインターフェイスを設定できません。また、Fa1 インター

フェイス用に別のルーティング ドメインを設定できません。

起動時に、Fa1 ポートは次のデフォルト設定を想定します。

ip unicast-routing

ip vrf mgmtVrf 

20
89

21

PC
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!
interface FastEthernet1
 ip vrf forwarding mgmtVrf
speed auto
duplex auto 

Switch# show ip vrf 
  Name                             Default RD          Interfaces
  mgmtVrf                                                   Fa1 

管理ポートが mgmtVrf に配置されるため、次のタスクで必要な VRF 認識コマンドについて注意する必

要があります。

• 「ping」（P.7-8）

• 「TraceRoute」（P.7-8）

• 「Telnet」（P.7-8）

• 「TFTP」（P.7-9）

• 「FTP」（P.7-9）

• 「SSH」（P.7-9）

（注） mgmtVrf に固有のコマンド使用法は、次で説明します。機能を有効にするために必要な追加設定を行

う必要があります。

ping

Fa1 ポートを介してアクセス可能な IP アドレスに Ping を実行する場合は、次のコマンドを入力しま

す。

Switch# ping vrf mgmtVrf ip address
  

次に例を示します。

Switch# ping vrf mgmtVrf 20.20.20.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 20.20.20.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms

TraceRoute

Switch# traceroute vrf mgmtVrf ip address

次に例を示します。

Eg: Switch# traceroute vrf mgmtVrf 20.20.20.1
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 20.20.20.1
 1 20.20.20.1 0 msec 0 msec *

Telnet

Fa1 ポート経由でリモート スイッチに Telnet 接続するには、次のコマンドを入力します。

Switch# telnet word /vrf mgmtVrf
word  IP address or hostname of a remote system

次に、このコマンドを使用する例を示しています。
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Switch# telnet 20.20.20.1 /vrf mgmtVrf
Trying 20.20.20.1 ... Open
User Access Verification
Password: 
switch> en
Password: 
switch#

TFTP

Fa1 ポートを Trivial File Transfer Protocol（TFTP）操作に使う場合は、次に示すように、Fa1 ポート

を TFTP のソース インターフェイスとして設定します。

Switch(config)# ip tftp source-interface fastEthernet1

FTP

Fa1 ポートを File Transfer Protocol（FTP）操作に使う場合は、次に示すように、Fa1 ポートを FTP の
ソース インターフェイスとして設定します。

Switch(config)# ip ftp source-interface fastEthernet1

SSH

Fa1 ポート経由でスイッチから Secure Shell（SSH; セキュア シェル）を開始する場合は、次のコマン

ドを入力します。

Switch# ssh –l login name -vrf mgmtVrf ip address

次に例を示します。

Switch# ssh –l xyz -vrf mgmtVrf 20.20.20.1

SSO モデル

冗長シャーシでは、管理ポートの動作が標準的なイーサネット ポートとは異なります。つまり、冗長

シャーシでは、各スーパーバイザ エンジンが管理ポートを所有し、アクティブなスーパーバイザ エン

ジンのポートだけがイネーブルになります。スタンバイ スーパーバイザ エンジンの管理ポートは常に

ディセーブルであり、どのようなトラフィックもスイッチングできません。

スイッチオーバーが発生すると、アクティブになったスタンバイ スーパーバイザ エンジンの管理ポー

トがイネーブルになり、トラフィックのスイッチングに使用できるようになります。一方、それまでア

クティブだったスーパーバイザ エンジンの管理ポートはディセーブルになります。

（注） 管理ポートの Cisco IOS コンフィギュレーションは、2 つのスーパーバイザ エンジンの間で同期化され

ます。Cisco IOS では、同じ IP アドレスが割り当てられます。スイッチオーバーの際に、冗長シャー

シでアドレスが重複しないように、ROMmon コンフィギュレーションの同じポートに割り当てた IP 
アドレスとは異なる IP アドレスを管理ポートに割り当てる必要があります。

ISSU モデル

SSO モードでは、アクティブ スーパーバイザ エンジンとスタンバイ スーパーバイザ エンジンの実行

コンフィギュレーションが一致する必要があります。2 つのスーパーバイザ エンジンのいずれかが 
Cisco IOS Release 12.2(50)SG よりも前の Cisco IOS イメージ（管理ポートをサポートしていない）を

実行している場合は、冗長シャーシの管理ポートをイネーブルにできません。



7-10
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-25340-01-J

第 7 章      インターフェイスの設定

イーサネット管理ポートの使用

Cisco IOS Release 12.2(50)SG と Cisco IOS Release 12.2(50)SG よりも前のイメージの間で ISSU の
アップグレードまたはダウングレードを実行すると、管理ポートは自動的にディセーブルになります。

スーパーバイザ エンジン上で動作する両方のソフトウェア イメージが Cisco IOS Release 12.2(50)SG 
以上になると、ポートの設定は元に戻ります。警告メッセージも表示されます。

サポートされるイーサネット管理ポートの機能

イーサネット管理ポートは次の機能をサポートします。

• Express setup

• Network Assistant

• パスワード付きの Telnet

• TFTP

• セキュア シェル（SSH）

• Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）ベースの自動設定

• SNMP（ENTITY-MIB および IF-MIB だけ）

• IP ping

• インターフェイス機能

– 速度：10 Mbps、100 Mbps、1000 Mbps、および自動ネゴシエーション

– デュプレックス モード：全二重、半二重、自動ネゴシエーション

– ループバック検出

• Cisco Discovery Protocol（CDP）（WS-C4900M および WS-C4948 だけ）

• IPv4 アクセス コントロール リスト（ACL）

• ルーティング プロトコル（WS-C4900M および WS-C4948 上でだけ）

• AAA

注意 イーサネット管理ポートで機能をイネーブルにする前に、その機能がサポートされていることを確

認してください。イーサネット管理ポートにサポートされていない機能を設定しようとすると、機

能は正しく動作せず、スイッチに障害が発生する場合があります。

イーサネット管理ポートの設定

イーサネット管理ポートを指定するには、fastethernet1 と入力します。

ポートをディセーブルにするには、shutdown インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを

使用します。ポートをイネーブルにするには、no shutdown インターフェイス コンフィギュレーショ

ン コマンドを使用します。

PC へのリンク ステータスを判定するには、イーサネット管理ポートの Light Emitting Diode（LED; 発
光ダイオード）をモニタリングします。

• リンクがアクティブな場合、LED はグリーン（点灯）です。

• リンクが停止している場合、LED は消灯しています。

• POST エラーがある場合は、LED はオレンジです。
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インターフェイス範囲マクロの定義および使用方法

リンク ステータスを表示するには、show interfaces fastethernet 1 特権 EXEC コマンドを使用しま

す。

インターフェイス範囲マクロの定義および使用方法
インターフェイス範囲マクロを定義して、設定するインターフェイスの範囲を自動的に選択できます。

interface range macro コマンドで macro キーワードを使用するには、事前にマクロを定義しておく必

要があります。

インターフェイス範囲マクロを定義するには、次のコマンドを入力します。

次に、ファスト イーサネット インターフェイス 5/1 ～ 5/4 を選択するように、インターフェイス範囲

マクロ enet_list を定義する例を示します。

Switch(config)# define interface-range enet_list fastethernet 5/1 - 4 

定義済みのインターフェイス範囲マクロの設定を表示するには、次のコマンドを入力します。

次に、定義済みのインターフェイス範囲マクロ enet_list を表示する例を示します。

Switch# show running-config | include define 
define interface-range enet_list FastEthernet5/1 - 4
Switch#

interface range コマンドでインターフェイス範囲マクロを使用するには、次のコマンドを入力します。

次に、インターフェイス範囲マクロ enet_list を使用して、インターフェイス範囲コンフィギュレー

ション モードに切り替える例を示します。

Switch(config)# interface range macro enet_list 
Switch(config-if)#

コマンド 目的

Switch(config)# define interface-range macro_name 
{vlan vlan_ID - vlan_ID} | {{fastethernet | 
gigabitethernet | tengigabitethernet} 
slot/interface - interface}
[, {vlan vlan_ID - vlan_ID} {{fastethernet | 
gigabitethernet | tengigabitethernet} 
slot/interface - interface}] 

インターフェイス範囲マクロを定義して、

実行中のコンフィギュレーション ファイ

ルに保存します。

コマンド 目的

Switch# show running-config 定義済みのインターフェイス範囲マクロの設定を表示

します。

コマンド 目的

Switch(config)# interface range macro 
name 

名前が付けられたインターフェイス範囲マクロに

保存された値を使用して、設定するインターフェ

イスの範囲を選択します。
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X2 ポートへの Small Form-Factor Pluggable（SFP+）の配置

X2 ポートへの Small Form-Factor Pluggable（SFP+）の
配置

（注） この機能は、Supervisor Engine 6-E および 6L-E と、WS-X4606-X2-E、WS-X4908-10GE、
WS-X4904-10GE、および WS-C4900M でサポートされます。

Catalyst 4500 シリーズのスイッチでは、10 ギガビット イーサネットの帯域幅を得るために X2 ポート

で SFP+ を使用する目的で、OneX Convertor モジュールがサポートされています。OneX Convertor モ
ジュールを X2 ポートに挿入すると、X2 ポートが SFP+ ポートに変換され、ここに SFP+ を挿入でき

ます。OneX Convertor モジュールに挿入された SFP+ は、X2 と同じ機能を提供しますが、ポート番号

は変更されません。

OneX Convertor モジュール内の SFP+ を X2 ポートに挿入した状態では、show idprom 
tengigabitethernet slot/interface コマンドの出力に、SFP+ Serial Electrically Erasable Programmable 
Read Only Memory（SEEPROM）と OneX Convertor モジュール SEEPROM の内容がともに表示され

ます。

Supervisor Engine V-10GE での 10 ギガビット イーサ
ネット ポートおよびギガビット イーサネット SFP ポートの
配置

（注） Catalyst 4510R シリーズ スイッチ上で、10-GigabitEthernet ポートおよび GigabitEthernet SFP アップ

リンク ポートの両方をイネーブルにする場合、スイッチを再起動する必要があります。Catalyst 4503、
4506、および 4507R シリーズ スイッチ上では、この機能は自動的にイネーブルになります。

Cisco IOS Release 12.2(25) SG 以前では、デュアル ワイヤスピード 10 ギガビット イーサネット ポー

トまたは代替可能に配線された 4 つのギガビット イーサネット SFP アップリンク ポートをイネーブル

にできました。

Cisco IOS Release 12.2(25)SG 以降、デュアル 10 ギガビット イーサネット ポートおよび 4 つのギガ

ビット イーサネット SFP ポートを Catalyst 4503、Catalyst 4506、および Catalyst 4507R シャーシに

同時に配置できます。

Catalyst 4510R シャーシの配置では、次の構成のうちいずれかがサポートされます。

• デュアル 10 ギガビット イーサネット ポート（X2 光ポート）だけ。

• 4 つのギガビット イーサネット ポート（SFP 光ポート）だけ。

• デュアル 10 ギガビット イーサネットおよび 4 つのギガビット イーサネット ポートの両方。10 番
めのスロット（フレックススロット）は、このモードで、2 ポート ギガビット インターフェイス 
コンバータ（GBIC）のラインカード（WS-X4302-GB）だけをサポートします。

• Supervisor Engine 6-E または 6L-E と組み合わせて使用する場合、Catalyst 4510R-E シャーシのス

ロット 8、9、および 10 にバックプレーン トラフィック容量が 6Gbps 超えるラインカードは配置

できません。
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10 ギガビット イーサネット ポートまたはギガビット イーサネット ポートの配置

10 ギガビット イーサネット ポートまたはギガビット イーサネット SFP アップリンク ポートを選択す

るには、次の作業を行います。

次に、Catalyst 4510R シリーズ スイッチ上で 10-GigabitEthernet ポートおよび GigabitEthernet SFP 
アップリンク ポートの両方をイネーブルにする例を示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# hw-module uplink select all
Warning: This configuration mode will place slot 10 in flex slot mode

（注） アップリンク モードを修正する際に、スイッチを再起動する必要があります。

10 ギガビット イーサネット ポートまたはギガビット イーサ
ネット ポートの配置

X2 ポートの柔軟性を向上させるために、Catalyst 4500 シリーズ スイッチと、Catalyst 4900M および 
Catalyst 4948E は、TwinGig コンバータ モジュールをサポートします。TwinGig コンバータ モジュー

ルが X2 ホールに接続していると、1 つの X2 ホール（1 つのプラグイン可能な X2 光ポートに対応）が 
2 つの SFP ホール（2 つのプラグイン可能な SFP 光ポートに対応）に変換されます。これにより、10 
ギガビット ポートおよび 1 ギガビット ポートを同じラインカードに設置できます。また、ギガビット 
ポートを使用して、必要に応じて 10 ギガビット ポートへの切り替えが可能です。

ここでは、次の内容について説明します。

• 「ポート番号設定を行う TwinGig コンバータ」（P.7-13）

• 「TwinGig コンバータの制限事項」（P.7-14）

• 「X2/TwinGig コンバータ モードの選択」（P.7-14）

ポート番号設定を行う TwinGig コンバータ

TwinGig コンバータがイネーブルまたはディセーブルである場合、ラインカード上のポート番号およ

びポート タイプは動的に変わります。用語がこの動作を反映する必要があります。Cisco IOS では、10 
ギガビット ポートには 10-Gigabit、1 ギガビット ポートには Gigabit という名前が付けられます。

Cisco IOS Release 12.2(40)SG 以降では、10 Gigabit 1/1 および Gigabit 1/1 という名前の 2 つのポート

が存在しないようにするため、10 ギガビットおよび 1 ギガビット ポート番号は独立しています。たと

えば、6 個の X2 ホールを持つ WS-X4606-10GE-E モジュールでは、X2 ポートの名前は 10 Gigabit ス
ロット番号 /<1 ～ 6> であり、SFP ポートの名前は Gigabit スロット番号 /<7 ～ 18> です。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま

す。

ステップ 2 Switch(config)# hw-module uplink select [all | 
gigabitethernet | tengigabitethernet]

イネーブルにするポート タイプを選択します。
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10 ギガビット イーサネット ポートまたはギガビット イーサネット ポートの配置

図 7-3 WS-X4606-10GE の前面プレート

Cisco IOS ではポート 1 から 18 は常に存在します。つまり、これらのポートの設定を適用でき、コマ

ンドライン インターフェイス出力に表示されます。ただし、X2 ポートまたは SFP ポートがある特定の

時間アクティブになっている場合だけです。たとえば、X2 が 2 番めのホールに接続している場合、X2 
ポート 2 はアクティブで SFP ポート 9 および 10 はアクティブではありません。TwinGig コンバータが 
2 番めのホールに接続している場合、X2 ポート 2 はアクティブではなく SFP ポート 9 および 10 はア

クティブです。アクティブではないポートは、スイッチング Application Specific Integrated Circuit
（ASIC）に接続しているアップリンクがない、Supervisor Engine IV および V-10GE 上のアクティブで

はないポートと同様に扱われます。

（注） S-X4606-X2-E モジュールで TwinGig と X2 トランシーバの両方を使用している場合、ポート 1 ～ 3 と
ポート 4 ～ 6 をそれぞれ別のグループにまとめます （動作は、show hw-module module port-group 
コマンドで選択したモードによって異なります。「X2/TwinGig コンバータ モードの選択」を参照して

ください）。ポート グループ内で混合させると、動作しません。たとえば、ポート 1 に X2 を接続し、

ポート 2 に TwinGig を接続することはできないし、両方を機能させることもできません。

TwinGig コンバータの制限事項

Supervisor Engine 6-E、Supervisor Engine 6L-E、および Catalyst 4900M は、スタブ ASIC によって

スイッチング エンジンにポートを接続します。このスタブ ASIC によってポートに制限が発生します。

ギガビット ポートと 10 ギガビット ポートを単一のスタブ ASIC 上で混在させることはできません。す

べてが 10 ギガビット イーサネット（X2）であるか、またはすべてがギガビット（TwinGig コンバー

タおよび SFP）である必要があります。X2 モジュールの前面プレートでは、実際の物理グループまた

はグループの回りに描かれるボックスによって、このスタブ ポートのグループが示されています。

X2/TwinGig コンバータ モードの選択

デフォルトのコンフィギュレーション モードは X2 です。10 ギガビット イーサネット インターフェイ

スの配置を計画する場合は、何も設定する必要はありません。ただし、ギガビット インターフェイス

を配置する（つまり、TwinGig コンバータを使用する）場合は関連するポート グループを設定する必

要があります。

モジュール上での X2 ホールのグループ化方法を決定するには、show hw-module module m 
port-group p コマンドを入力します。

（注） 10 ギガビット イーサネット モードではなく、1 ギガビット モードに、CVR-X2-SFP を受け入

れる 10 ギガビット イーサネット ポートを配置します。

10 ギガビット イーサネット ポートを 1 ギガビット ポートとして設定すると、次のように出力され

ます。

Switch# show hw-module module 5 port-group
Module Port-group Active                         Inactive

1X2

SFP
Status

7 8 9 10 11 12 23
15

62

2 3 4X2

SFP 13 14 15 16 17 18

5 6
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10 ギガビット イーサネット ポートまたはギガビット イーサネット ポートの配置

-------------------------------------------------------------
   5        1     Gi5/3-6                        Te5/1-2      

ポートがデフォルトの 10 ギガビット イーサネット モードに設定されている場合は、次のように出

力されます。

Switch# show hw-module module 6 port-group
Module Port-group Active                         Inactive
-------------------------------------------------------------
   6        1     Te6/1-2                        Gi6/3-6 

Switch# show int status mod 1

Port      Name               Status       Vlan       Duplex  Speed Type
Te1/1                        notconnect   1            full    10G 10GBase-LR
Te1/2                        connected    1            full    10G 10GBase-LR
Te1/3                        notconnect   1            full    10G No X2
Te1/4                        notconnect   1            full    10G No X2
Te1/5                        notconnect   1            full    10G No X2
Te1/6                        notconnect   1            full    10G No X2
Gi1/7                        inactive     1            full   1000 No Gbic
Gi1/8                        inactive     1            full   1000 No Gbic
Gi1/9                        inactive     1            full   1000 No Gbic
Gi1/10                       inactive     1            full   1000 No Gbic
Gi1/11                       inactive     1            full   1000 No Gbic
Gi1/12                       inactive     1            full   1000 No Gbic
Gi1/13                       inactive     1            full   1000 No Gbic
Gi1/14                       inactive     1            full   1000 No Gbic
Gi1/15                       inactive     1            full   1000 No Gbic
Gi1/16                       inactive     1            full   1000 No Gbic
Gi1/17                       inactive     1            full   1000 No Gbic
Gi1/18                       inactive     1            full   1000 No Gbic
Switch#

• ギガビットを配置する各 X2 ポート グループに対する操作のモードを設定するには、hw-module 
module m port-group p select gigabitethernet コマンドを入力します。この設定は、電源の再投入

およびリロード時に保持されます。

TwinGig コンバータを使用してギガビット イーサネット インターフェイスを配置するには、次の

作業を行います。

次に、TwinGig コンバータを使用して WS-X4606-10GE-E 上のギガビット イーサネット インター

フェイスを選択する例を示します。

Switch# config terminal
Enter configuration commands, one per line.End with CNTL/Z.
Switch(config)# hw-module module 1 port-group 1 select gigabitethernet
Switch(config)# exit
Switch# show int status mod 1

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま

す。

ステップ 2 Switch(config)# hw-module module m port-group p 
select [gigabitethernet | tengigabitethernet]

各 X2 ポート グループに対する操作のモードを選択しま

す。

デフォルトは 10 ギガビット イーサネット（x2）です。

ステップ 3 Switch(config)# exit コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 4 Switch# show int status mod n 設定を確認します。
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Supervisor Engine 6-E および Supervisor Engine 6L-E での共有バックプレーン アップリンク モードの呼び出し

Port      Name               Status       Vlan       Duplex  Speed Type
Te1/1                        inactive     1            full    10G No X2
Te1/2                        inactive     1            full    10G No X2
Te1/3                        inactive     1            full    10G No X2
Te1/4                        notconnect   1            full    10G No X2
Te1/5                        notconnect   1            full    10G No X2
Te1/6                        notconnect   1            full    10G No X2
Gi1/7                        notconnect   1            full   1000 No Gbic
Gi1/8                        notconnect   1            full   1000 No Gbic
Gi1/9                        notconnect   1            full   1000 No Gbic
Gi1/10                       notconnect   1            full   1000 No Gbic
Gi1/11                       notconnect   1            full   1000 No Gbic
Gi1/12                       notconnect   1            full   1000 No Gbic
Gi1/13                       inactive     1            full   1000 No Gbic
Gi1/14                       inactive     1            full   1000 No Gbic
Gi1/15                       inactive     1            full   1000 No Gbic
Gi1/16                       inactive     1            full   1000 No Gbic
Gi1/17                       inactive     1            full   1000 No Gbic
Gi1/18                       inactive     1            full   1000 No Gbic

Supervisor Engine 6-E および Supervisor Engine 6L-E 
での共有バックプレーン アップリンク モードの呼び出し

この機能により、冗長モードの場合に、スーパーバイザ エンジン上にある 4 つの 10 ギガビット イーサ

ネット ポートすべてをブロッキング ポートとして使用することができます。

Cisco IOS Release 12.2(40)SG よりも前のリリースでは、Cisco Catalyst 4500 Supervisor Engine 
V-10GE により、デュアル ワイヤスピード 10 ギガビット イーサネット ポート、またはギガビット 
イーサネット SFP アップリンク ポートに基づく 4 つの TwinGig コンバータのいずれかをイネーブルに

できます。

Cisco IOS Release 12.2(40)SG 以降では、4 つの 10 ギガビット イーサネット ポートのすべて、アク

ティブ スーパーバイザ エンジン上にある 2 ブロッキング ポート、スタンバイ スーパーバイザ エンジ

ンの 2 つのブロッキング ポート、8 つのギガビット イーサネット SFP ポートすべて（アクティブな

スーパーバイザ エンジン上に 4 ポート、スタンバイ スーパーバイザ エンジン上に 4 ポート）を配置で

きます。この機能は、すべての Catalyst 4500 および 4500E シリーズ シャーシでサポートされていま

す。

共有バックプレーン モードをイネーブルにするには、次のコマンドを入力します

共有バックプレーン モードをディセーブルにするには、次のコマンドを入力します。

コマンド 目的

Switch(config)# hw-mod uplink mode 
shared-backplane 

新規設定を適用するにはアクティブ スーパーバイ

ザ エンジンのリロードが必要です。

コマンド 目的

Switch(config)# no hw-mod uplink mode 
shared-backplane 

新規設定を適用するにはアクティブ スーパーバイ

ザ エンジンのリロードが必要です。
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Supervisor Engine 7-E および Supervisor Engine 7L-E 
の制限および制約事項

RPR または SSO モードで WS-X45-SUP7-E を使用する場合、各スーパーバイザ エンジンの 初の 2 
つのアップリンクだけを使用できます。2 番目の 2 つのアップリンクは使用できません。

Supervisor Engine 6-E でのアップリンク モードの選択
共有バックプレーン モードまたは tengigabitethernet モードにアップリンク モードを変更するには、

hw-module uplink mode コマンドを使用できます。

（注） 2 つの 10 ギガビット イーサネット ポートまたは 4 つの 1 ギガビット イーサネット ポートだけをスー

パーバイザ エンジンで使用できます。

（注） hw-module uplink mode shared-backplane コマンドを使用してアップリンク モードを変更する場合

は、システムをリロードする必要があります。コンソールには、リロードを示すメッセージが表示され

ます。

共有バックプレーン モードを選択するには、次の手順を実行します。

Switch(config)# hw-module uplink mode shared-backplane
A reload of the active supervisor is required to apply the new configuration.
Switch(config)# exit
Switch#

6 または 7 スロット シャーシ（Catalyst 4506-E、Catalyst 4507R-E、および 4507R+E）上の 
Supervisor Engine 6-E のデフォルトのアップリンク モードでは、ハードウェアの制限のために、

WS-X4640-CSFP-E ラインカードは 後のスロットでブートできません。10 ギガビット モードをイ

ネーブルにするには、hw-module uplink mode tengigabitethernet コマンドの実行後に、システムを

リロードする必要があります。設定は、実行コンフィギュレーションをスタートアップ コンフィギュ

レーションに保存した後に NVGEN 処理されます。システムをリロードする前に、show run | incl 
uplink コマンドを使用して、アップリンク設定を確認できます。さらに、アップリンク モードを表示

するには、show hw-module uplink コマンドを入力できます。これは、現在のアップリンク モード

と、システムのリロード後のモードをレポートします。

アップリンク 10 ギガビット モードで、アップリンクは、非冗長と冗長モードの 2 つの 10 ギガビット 
イーサネット インターフェイスに制限されます。ギガビット イーサネット インターフェイスはサポー

トされません。WS-X4640-CSFP-E ラインカードは、6 および 7 スロット シャーシの 後のスロット

でブートします。デフォルト モードに戻すには、tengigabitethernet モードでシステムをリロードしま

す。共有バックプレーン モードは、デフォルト モードから選択できます。ここでも、システムのリ

ロードが必要です。

hw-module module x port-group x select gigabitethernet コマンドは、gigabitethernet モードが選択

されないように、アップリンク TenGigabit モードでブロックされます。
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Supervisor Engine 7L-E でのアップリンク ポートの選択
Cisco IOS Release 15.0(2) SG では、Supervisor Engine 7L-E（WS-X45-SUP-7L-E）の SFP+/SFP アッ

プリンク モードが変更されました。アップリンク ポートの数は、スーパーバイザ エンジンのモード

（シングルまたは冗長）とアップリンク モード（1 ギガビットまたは 10 ギガビット）の設定により異な

ります。アップリンク モードを設定するには、次のように hw-module uplink select [gigabitethernet/ 
tengigabitethernet] コマンドを使用します。

Switch(config)# hw-module uplink select?
  gigabitethernet     Select the gigabit uplinks
  tengigabitethernet  Select the 10G uplinks

（注） Supervisor Engine 7L-E は、10 スロット シャーシではサポートされません。USB デバイスおよび SD 
カードは、Supervisor 7-E だけでサポートされます。

シングル スーパーバイザ モード

シングル スーパーバイザ モードでは、WS-X45-SUP-7L-E は、 大 2 つの 10 ギガビット ポートまた

は 4 つの 1 ギガビット ポートでアップリンク設定をサポートします（表 7-1）。

SFP および SFP+ は、回線 2 ～ 4 に、任意の順序で挿入できます。

冗長スーパーバイザ モード

冗長スーパーバイザ モードで、WS-X45-SUP-7L-E は、1+1（10 ギガビット モード）および 2+2（1 
ギガビット モード）をサポートします（表 7-2）。

（注） スーパーバイザ エンジンのアップリンク ポート 3 および 4 で、冗長モードはサポートされません。

表 7-1 シングル スーパーバイザ モードのアップリンク オプション

スーパーバイザ エンジン アップリンク ポート 次の着脱可能要素（帯域幅）の組み合わせで達成

可能な速度A1 A2 A3 A4

コマンドライン インターフェイスから 10 ギガビット動作を選択します。

SFP+ SFP+ SFP+ SFP+ 40 Gbps

SFP+ SFP SFP+ SFP 31 Gbps

SFP+ SFP+ SFP SFP 22 Gbps

SFP+ SFP SFP SFP 13 Gbps
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光デジタル モニタ トランシーバのサポート
Command-Line Interface（CLI; コマンドライン インターフェイス）コマンド（show inventory、
show idprom interface）をトランシーバで使用すると、シリアル ナンバー、モデル名、インベントリ

情報を取得できます。

次のコマンドは、Diagnostic Optical Monitoring（DOM）機能をサポートするトランシーバ専用のコ

マンドです。

• 特定のインターフェイス トランシーバのセンサーすべての現在値およびしきい値を表示します。

show interfaces int-name transceiver [detail] [threshold] 

• すべてのトランシーバのすべてのセンサーに対して、entSensorThresholdNotification をイネーブ

ルまたはディセーブルにします。

snmp-server enable trap transceiver

• トランシーバ モニタリングをイネーブルまたはディセーブルにします。

transceiver type all 

（注） この機能は、DOM 対応トランシーバが存在し、モニタリング用に設定されている場合にだけ、使用で

きます。センサー情報の更新頻度は、トランシーバ Serial Electrically Erasable Programmable Read 
Only Memory（SEEPROM）で設定されたデフォルト値によって異なります。

（注） トランシーバ モジュールの互換性の詳細については、次の URL を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/modules/ps5455/products_device_support_tables_list.html

オプションのインターフェイス機能の設定
次の項では、オプションの手順について説明します。

• 「イーサネット インターフェイス速度およびデュプレックス モードの設定」（P.7-20）

• 「フロー制御の設定」（P.7-23）

• 「ジャンボ フレーム サポートの設定」（P.7-26）

表 7-2 冗長スーパーバイザ モードのアップリンク オプション

アクティブ スーパーバイザ

のアップリンク ポート

スタンバイ スーパーバイザ

のアップリンク ポート

A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4
着脱可能機器の組み合わせで達成可能な

速度

コマンドライン インターフェイスから 10 ギガビット動作を選択します。

SFP+ SFP+ — — SFP+ SFP+ — — 40 Gbps

SFP+ SFP+ — — SFP SFP — — 22 Gbps

SFP SFP — — SFP+ SFP+ — — 22 Gbps

SFP SFP — — SFP SFP — — 4 Gbps
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• 「ベビー ジャイアント機能との対話」（P.7-29）

• 「ポート デバウンス タイマーの設定」（P.7-29）

• 「ポートの Auto-MDIX の設定」（P.7-30）

イーサネット インターフェイス速度およびデュプレックス モードの設定

次の内容について説明します。

• 「速度およびデュプレックス モード設定のガイドライン」（P.7-20）

• 「インターフェイス速度の設定」（P.7-20）

• 「インターフェイスのデュプレックス モードの設定」（P.7-22）

• 「インターフェイス速度およびデュプレックス モードの設定の表示」（P.7-22）

• 「インターフェイスに関する記述の追加」（P.7-23）

速度およびデュプレックス モード設定のガイドライン

（注） クライアントのデバイスには、自動ネゴシエーションを設定しません。スイッチに自動ネゴシエーショ

ンする速度、または速度範囲を設定します。

通常の場合、インターフェイス速度およびデュプレックス モード パラメータは auto に設定し、

Catalyst 4500 シリーズ スイッチがインターフェイス間でインターフェイス速度およびデュプレックス 
モードを自動的にネゴシエーションできるようにします。インターフェイスの speed コマンドおよび 
duplex コマンドを手動で設定する場合には、次の点を考慮してください。

• no speed コマンドを入力すると、スイッチは自動的にインターフェイスの speed および duplex の
両方を auto に設定します。

• インターフェイス速度を 1000（Mbps）、または auto 1000 に設定すると、デュプレックス モード

が全二重になります。デュプレックス モードは変更できません。

• インターフェイス速度が 10 または 100 に設定された場合、デュプレックス モードは明示的に設定

する場合を除き、デフォルトで半二重に設定されます。

注意 インターフェイス速度およびデュプレックス モードの設定を変更すると、インターフェイスが

シャットダウンされてから再起動する場合があります。

インターフェイス速度の設定

10/100 Mbps イーサネット インターフェイスでインターフェイス速度を auto に設定すると、速度と

デュプレックスは自動ネゴシエーションされます。強制 10/100 自動ネゴシエーション機能を使用する

と、10/100/1000BASE-T ポート上のインターフェイス速度の自動ネゴシエーションを 大 100 Mbps 
に制限できます。

10/100 Mbps イーサネット インターフェイスのポート速度を設定するには、次の作業を行います。
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次に、ファスト イーサネット インターフェイス 5/4 のインターフェイス速度を 100 Mbps に設定する

例を示します。

Switch(config)# interface fastethernet 5/4
Switch(config-if)# speed 100

次に、ファスト イーサネット インターフェイス 5/4 が速度とデュプレックス モードを自動ネゴシエー

ションする例を示します。

Switch(config)# interface fastethernet 5/4
Switch(config-if)# speed auto

（注） 実行している CLI は、speed auto 10 100 に似ています。

次に、自動ネゴシエーション モードのギガビット イーサネット インターフェイス 1/1 のインターフェ

イス速度を 10 Mbps および 100 Mbps に制限する例を示します。

Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
Switch(config-if)# speed auto 10 100

次に、ギガビット イーサネット インターフェイス 1/1 の速度ネゴシエーションを 100 Mbps に制限す

る例を示します。

Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
Switch(config-if)# speed auto 100

（注） ギガビット イーサネット インターフェイスの自動ネゴシエーションをオフにすると、ポートが強制的

に 1000 Mbps および全二重モードになります。

ギガビット イーサネット インターフェイス 1/1 のポート速度の自動ネゴシエーションをオフにするに

は、次の作業を行います。

自動ネゴシエーションに戻すには、インターフェイス コンフィギュレーション モードで no speed 
nonegotiate コマンドを入力します。

（注） WS-X4416 モジュールのブロッキング ポートについては、速度を自動ネゴシエーションに設定しない

でください。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch(config)# interface fastethernet slot/interface 設定するインターフェイスを指定します。

ステップ 2 Switch(config-if)# speed [10 | 100 | auto [10 | 100]] インターフェイスのインターフェイス速度を設定

します。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch(config)# interface gigabitethernet1/1 設定するインターフェイスを指定します。

ステップ 2 Switch(config-if)# speed nonegotiate インターフェイスの自動ネゴシエーションをディセーブ

ルにします。
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インターフェイスのデュプレックス モードの設定

（注） インターフェイスが 1000 Mbps に設定されている場合、デュプレックス モードを全二重から半二重に

変更できません。

ファスト イーサネット インターフェイスのデュプレックス モードを設定するには、次の作業を行いま

す。

次に、ファスト イーサネット インターフェイス 5/4 のインターフェイスのデュプレックス モードを 
full に設定する例を示します。

Switch(config)# interface fastethernet 5/4
Switch(config-if)# duplex full

インターフェイス速度およびデュプレックス モードの設定の表示

インターフェイスのインターフェイス速度とデュプレックス モード設定を表示するには、次のコマン

ドを入力します。

次に、ファスト イーサネット インターフェイス 6/1 のインターフェイス速度およびデュプレックス 
モードを表示する例を示します。

Switch# show interface fastethernet 6/1
FastEthernet6/1 is up, line protocol is up 
  Hardware is Fast Ethernet Port, address is 0050.547a.dee0 (bia 0050.547a.dee0)
  MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec, 
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  Full-duplex, 100Mb/s
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
  Last input 00:00:54, output never, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 50/2000/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue: 0/40 (size/max)
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     50 packets input, 11300 bytes, 0 no buffer
     Received 50 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
     0 input packets with dribble condition detected
     1456 packets output, 111609 bytes, 0 underruns

コマンド 目的

ステップ 1 Switch(config)# interface fastethernet 
slot/interface 

設定するインターフェイスを指定します。

ステップ 2 Switch(config-if)# duplex [auto | full | half] インターフェイスのデュプレックス モードを設定しま

す。

コマンド 目的

Switch# show interfaces [fastethernet | 
gigabitethernet | tengigabitethernet] 
slot/interface 

インターフェイス速度およびデュプレックス 
モードの設定を表示します。



7-23
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-25340-01-J

第 7 章      インターフェイスの設定

オプションのインターフェイス機能の設定

     0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
     0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
     1 lost carrier, 0 no carrier
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
Switch#

インターフェイスに関する記述の追加

インターフェイスの機能に関する記述を追加できます。記述は、show configuration、show 
running-config、および show interfaces コマンドの出力に表示されます。

インターフェイスに記述を追加するには、次のコマンドを入力します。

次に、ファスト イーサネット インターフェイス 5/5 に関する記述を追加する例を示します。

Switch(config)# interface fastethernet 5/5 
Switch(config-if)# description Channel-group to "Marketing" 

フロー制御の設定

ギガビット イーサネット ポートは、着信パケットの送信を遅らせるためにフロー制御を使用します。

ギガビット イーサネット ポートのバッファでスペースが不足すると、そのポートは特殊なパケットを

送信し、パケットの送信を一定時間遅らせるように、リモート ポートに要求します。ポートは、同じ

目的で、リンク パートナーからこの特殊なパケットを受信します。この特殊なパケットをポーズ フ
レームといいます。

ギガビット イーサネット インターフェイスのデフォルト設定は、次のとおりです。

• ポーズ フレームの送信がオフである：オーバーサブスクライブされていないギガビット イーサ

ネット インターフェイス。

• ポーズ フレームの受信が望ましい：オーバーサブスクライブされていないギガビット イーサネッ

ト インターフェイス。

• ポーズ フレームの送信がオンである：オーバーサブスクライブされたギガビット イーサネット イ
ンターフェイス。

• ポーズ フレームの受信が望ましい：オーバーサブスクライブされたギガビット イーサネット イン

ターフェイス

10 ギガビット イーサネット インターフェイスのデフォルト設定は、次のとおりです。

• ポーズ フレームの送信がオフである。

• ポーズ フレームの受信がオンである。

（注） 上記の「望ましい」は 10 ギガビット イーサネット インターフェイス上のフロー制御のオプションでは

ありません。

コマンド 目的

Switch(config-if)# description string インターフェイスに記述を追加します。
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フロー制御を設定するには、次の作業を行います。

次に、オーバーサブスクライブされたギガビット イーサネット ポート 7/5 にフロー制御を設定する例

を示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# interface g7/5
Switch(config-if)# flowcontrol send on
Switch(config-if)# end
Switch)# show interfaces gigabitEthernet 7/5 capabilities
GigabitEthernet7/5
  Model:                 WS-X4548-GB-RJ45-RJ-45
  Type:                  10/100/1000-TX
  Speed:                 10,100,1000,auto
  Duplex:                half,full,auto
  Trunk encap. type:     802.1Q,ISL
  Trunk mode:            on,off,desirable,nonegotiate
  Channel:               yes
  Broadcast suppression: percentage(0-100), hw
  Flowcontrol:           rx-(off,on,desired),tx-(off,on,desired)
  VLAN Membership:       static, dynamic
  Fast Start:            yes
  Queuing:               rx-(N/A), tx-(1p3q1t, Sharing/Shaping)
  CoS rewrite:           yes
  ToS rewrite:           yes
  Inline power:          no
  SPAN:                  source/destination
  UDLD:                  yes
  Link Debounce:         no
  Link Debounce Time:    no
  Port Security:         yes
  Dot1x:                 yes
  Maximum MTU:           1552 bytes (Baby Giants)
  Multiple Media Types:  no
  Diagnostic Monitoring: N/A

Switch)# show flowcontrol interface GigabitEthernet 7/5
Port       Send FlowControl  Receive FlowControl  RxPause TxPause
           admin    oper     admin    oper
---------  -------- -------- -------- --------    ------- -------
Gi7/5      on       off      desired  off         0       0

次に、オーバーサブスクライブされていないギガビット イーサネット ポート 5/5 で、show interfaces 
および show flowcontrol コマンドを実行した場合の出力例を示します。

Switch# show interfaces gigabitEthernet 5/5 capabilities
GigabitEthernet5/5
  Model:                 WS-X4306-GB-Gbic
  Type:                  No Gbic

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# interface 
interface-id

インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始し、フロー制御

をイネーブルにするインターフェイスを指定します。

ステップ 3 Switch(config-if)# flowcontrol 
{receive | send} {off | on | 
desired}

ポーズ フレームを送信または受信するようギガビット イーサネット 
ポートを設定します。

ステップ 4 Switch(config-if)# end コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 5 Switch(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。
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  Speed:                 1000
  Duplex:                full
  Trunk encap. type:     802.1Q,ISL
  Trunk mode:            on,off,desirable,nonegotiate
  Channel:               yes
  Broadcast suppression: percentage(0-100), hw
  Flowcontrol:           rx-(off,on,desired),tx-(off,on,desired)
  VLAN Membership:       static, dynamic
  Fast Start:            yes
  Queuing:               rx-(N/A), tx-(1p3q1t, Sharing/Shaping)
  CoS rewrite:           yes
  ToS rewrite:           yes
  Inline power:          no
  SPAN:                  source/destination
  UDLD:                  yes
  Link Debounce:         no
  Link Debounce Time:    no
  Port Security:         yes
  Dot1x:                 yes
  Maximum MTU:           9198 bytes (Jumbo Frames)
  Multiple Media Types:  no
  Diagnostic Monitoring: N/A

Switch# show flowcontrol interface gigabitEthernet 5/5
Port       Send FlowControl  Receive FlowControl  RxPause TxPause
           admin    oper     admin    oper
---------  -------- -------- -------- --------    ------- -------
Gi5/5      off      off      desired  off         0       0

次に、サポートされていない Fast Ethernet 3/5 ポートで、show interfaces および show flowcontrol コ
マンドを実行した場合の出力例を示します。

Switch# show interfaces fa3/5 capabilities
FastEthernet3/5
  Model:                 WS-X4148-RJ-45
  Type:                  10/100BaseTX
  Speed:                 10,100,auto
  Duplex:                half,full,auto
  Trunk encap. type:     802.1Q,ISL
  Trunk mode:            on,off,desirable,nonegotiate
  Channel:               yes
  Broadcast suppression: percentage(0-100), sw
  Flowcontrol:           rx-(none),tx-(none)
  VLAN Membership:       static, dynamic
  Fast Start:            yes
  Queuing:               rx-(N/A), tx-(1p3q1t, Shaping)
  CoS rewrite:           yes
  ToS rewrite:           yes
  Inline power:          no
  SPAN:                  source/destination
  UDLD:                  yes
  Link Debounce:         no
  Link Debounce Time:    no
  Port Security:         yes
  Dot1x:                 yes
  Maximum MTU:           1552 bytes (Baby Giants)
  Multiple Media Types:  no
  Diagnostic Monitoring: N/A

Switch# show flowcontrol interface fa3/5
Port       Send FlowControl  Receive FlowControl  RxPause TxPause
           admin    oper     admin    oper
---------  -------- -------- -------- --------    ------- -------
Fa3/5      Unsupp.  Unsupp.  Unsupp.  Unsupp.      0       0
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ジャンボ フレーム サポートの設定

ここでは、ジャンボ フレームのサポートについて説明します。

• 「ジャンボ フレームをサポートするポートおよびモジュール」（P.7-26）

• 「ジャンボ フレーム サポート」（P.7-26）

• 「MTU サイズの設定」（P.7-28）

ジャンボ フレームをサポートするポートおよびモジュール

次のポートおよびモジュールはジャンボ フレームをサポートしています。

• スーパーバイザ アップリンク ポート

• WS-X4306-GB：すべてのポート

• WS-X4232-GB-RJ：ポート 1 と 2

• WS-X4418-GB：ポート 1 と 2

• WS-X4412-2GB-TX：ポート 13 と 14

• WS-X4506-GB-T

• 4648-GB-RJ45V

• WS-X4648-GB+RJ45V

• WS-X4648-RJ45V-E

• WS-X4648-RJ45V+E

• WS-X4706-10GE

ジャンボ フレーム サポート

ここでは、ジャンボ フレームのサポートについて説明します。

• 「 大伝送単位」（P.7-26）

• 「ジャンボ フレーム サポートの概要」（P.7-27）

• 「イーサネット ポート」（P.7-27）

• 「VLAN インターフェイス」（P.7-28）

大伝送単位

Catalyst 4500 シリーズ スイッチを使用すれば、システム全体で 大 32 種類の Maximum Transmission 
Unit（MTU; 大伝送単位）サイズを設定することができます。そのため、すべてのレイヤ 2 およびレ

イヤ 3 を組み合わせたインターフェイス上で system mtu、mtu、ip mtu、および ipv6 mtu コマンドを

使用して設定可能な異なる MTU サイズの 大数は 32 個です。

また、システムにはインターフェイスに個別に設定される IPv4 および IPv6 MTU サイズが格納されま

す。すべての system mtu コマンドまたはインターフェイスごとの mtu コマンドについて、1 つは 
IPv4 用でもう 1 つは IPv6 用として、2 つの異なる MTU 値が格納されます。これにより利用可能なス

ロット数が、32 個からさらに少なくなります。ただし、各 ip mtu および ipv6 mtu コマンドについて

格納される MTU 値は 1 つだけです。

設定している新しい MTU 値がシステムに存在している（つまり別のインターフェイス上で設定されて

いる）場合は、新しい MTU 値を再度格納するために新たにスロットが割り当てられません。
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大限度である 32 に達している場合に、新しい MTU サイズを新しいインターフェイスに設定しよう

とすると、新しい MTU サイズがいずれかのインターフェイスで事前に設定されている場合にだけ設定

を続行できます。そうでない場合は、エラー メッセージが表示され、デフォルトの MTU サイズが設

定されているインターフェイスに割り当てられます。

ジャンボ フレーム サポートの概要

ジャンボ フレームは、デフォルトのイーサネット サイズよりも大きなフレームです。ポートやイン

ターフェイスの MTU サイズをデフォルトより大きく設定すると、ジャンボ フレーム サポートがイ

ネーブルになります。

デフォルト以外の MTU サイズに設定された Catalyst 4500 シリーズ スイッチ イーサネット LAN ポー

トは、サイズが 1,500 ～ 9,216 バイトのパケット（イーサネット ペイロード、ヘッダー、およびト

レーラーを含む）で構成されたフレームを受け取ります（Catalyst 4948 シリーズ スイッチの 大 
MTU サイズは 9,198 バイト（ヘッダーとトレーラーを除く）です）。デフォルト以外の MTU サイズが

設定されている場合は、入力フレームのパケット サイズがチェックされます。パケットが設定 MTU 
より大きい場合はドロップされます。

ルーティングする必要のあるトラフィックでは、出力ポートの MTU がチェックされます。MTU がパ

ケット サイズより小さい場合、パケットは CPU に転送されます。「do not fragment」ビットが設定さ

れていない場合、パケットは分割されます。設定されている場合、パケットはドロップされます。

（注） ジャンボ フレーム サポートでは、レイヤ 2 スイッチド パケットは分割されません。

Catalyst 4500 シリーズ スイッチは、出力ポートでパケット サイズと MTU を比較しませんが、ジャン

ボ フレームはサポートされていないポートでドロップされます。MTU がジャンボ サイズに設定され

ていなくても、ジャンボ フレームをサポートしているポートへフレームを伝送できます。

（注） ジャンボ フレーム サポートはインターフェイス単位だけで設定されます。ジャンボ フレーム サポート

はグローバルには設定できません。

イーサネット ポート

ここでは、イーサネット ポートでのデフォルト値以外の MTU サイズの設定について説明します。

• 「イーサネット ポートの概要」（P.7-27）

• 「レイヤ 3 およびレイヤ 2 EtherChannel」（P.7-28）

イーサネット ポートの概要

Cisco IOS Release 12.2(25)EW 以降、特定のイーサネット ポートにデフォルト以外の MTU サイズを

設定すると、入力パケットのサイズが制限されます。出力パケットに MTU は影響しません。

Cisco IOS Release 12.1(13) EW よりも前では、ギガビット イーサネットだけで MTU サイズを設定で

きます。
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レイヤ 3 およびレイヤ 2 EtherChannel
Cisco IOS Release 12.2(25)EW 以降のリリースでは、EtherChannel のすべてのインターフェイスが同

じ MTU になるように設定できます。EtherChannel の MTU を変更すると、すべてのメンバ ポートの 
MTU も変更されます。メンバ ポートの MTU を新しい値に変更できない場合、そのポートは中断され

ます（管理上シャット ダウンされます）。MTU が異なるポートは EtherChannel に加入できません。

EtherChannel のメンバ ポートが MTU を変更すると、メンバ ポートは中断されます。

VLAN インターフェイス

スイッチ ポートが同じ VLAN に存在する場合、すべてのスイッチ ポートでジャンボ フレームが扱え、

同じ MTU サイズをサポートするようにするか、またはいずれも設定しないようにします。ただし、こ

のような同一 VLAN での MTU サイズの統一は必須のものではありません。

VLAN に異なる MTU サイズのスイッチ ポートがあると、MTU サイズが大きいポートから受信したパ

ケットは、MTU サイズが小さいポートへ転送される場合にドロップされる可能性があります。

VLAN 内のスイッチ ポートでジャンボ フレームをイネーブルにしている場合、対応する Switch 
Virtual Interface（SVI; スイッチ仮想インターフェイス）でもジャンボ フレームがイネーブルです。

SVI の MTU は、VLAN 内のすべてのスイッチ ポートで 小の MTU サイズのものよりも常に小さく

なるはずですが、この条件は必須ではありません。

パケットの MTU は、SVI の入力側でチェックされませんが、SVI の出力側でチェックされます。パ

ケットの MTU が出力 SVI の MTU より大きい場合、パケットは Central Processing Unit（CPU; 中央

演算処理装置）に送られて分割処理されます。「do not fragment」ビットが設定されていない場合、パ

ケットは分割されます。設定されている場合、パケットはドロップされます。

MTU サイズの設定

MTU サイズを設定するには、次の作業を行います。

（注） ラインカードを取り外して再度挿入すると、このラインカードのポート上で設定されている MTU 値の

一部またはすべてが未設定となることがあります。カードを外している間に、MTU がシステム全体の

上限である 32 種類に達した場合に、この現象が発生します。ラインカードの再挿入時に、システムに

よって MTU 設定がポートに再度適用されます。適用できなかった場合、MTU 値はデフォルトに設定

されます。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch(config)# interface {{vlan vlan_ID} | 
{{type1 slot/port} | {port-channel 
port_channel_number} slot/port}} 

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet

設定するインターフェイスを選択します。

ステップ 2 Switch(config-if)# mtu mtu_size MTU サイズを設定します。

Switch(config-if)# no mtu デフォルトの MTU サイズ（1500 バイト）に戻します。

ステップ 3 Switch(config-if)# end インターフェイス コンフィギュレーション モードを終了

します。

ステップ 4 Switch(config)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 5 Switch# show running-config interface 
[{fastethernet | gigabitethernet} slot/port] 

実行コンフィギュレーションを確認します。
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（注） VLAN インターフェイスと、レイヤ 2 およびレイヤ 3 イーサネット ポートの MTU サイズを設定する

場合、サポートされる MTU 値は 1500 ～ 9198 バイトであることに注意してください。

次に、ギガビット イーサネット ポート 1/1 に MTU サイズを設定する例を示します。

switch# conf terminal
switch(config)# interface gi1/1
switch(config-if)# mtu 9198
switch(config-if)# end
switch(config)# end
switch# show interface gigabitethernet 1/2
GigabitEthernet1/2 is administratively down, line protocol is down
  Hardware is C6k 1000Mb 802.3, address is 0030.9629.9f88 (bia 0030.9629.9f88)
  MTU 9216 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec,
<...Output Truncated...>
switch#

IP MTU サイズの設定については、「IP 大伝送単位（MTU）サイズの設定」（P.32-9）を参照してく

ださい。

ベビー ジャイアント機能との対話

ベビー ジャイアント機能は、Cisco IOS Release 12.1(12c)EW で導入されたもので、グローバル コマン

ド system mtu size を使用してグローバル ベビー ジャイアント MTU を設定します。また、この機能に

より、特定のインターフェイスでイーサネット ペイロード サイズが 大 1552 バイトまでサポートで

きるようになります。

system mtu コマンドおよびインターフェイス単位の mtu コマンドは、ジャンボ フレームをサポートで

きるインターフェイスで動作しますが、インターフェイス単位の mtu コマンドが優先されます。

たとえば、インターフェイス gi1/1 にインターフェイス単位で MTU を設定する前に、system mtu 
1550 コマンドを入力して gi1/1 の MTU を 1550 バイトに変更したとします。インターフェイス単位の 
mtu コマンドを入力して gi1/1 の MTU を 9198 バイトに変更します。コマンド system mtu 1540 でベ

ビー ジャイアントの MTU を 1540 バイトに変更しても、gi1/1 の MTU は 9198 バイトのままで変更さ

れません。

ポート デバウンス タイマーの設定

（注） 10 ギガビット イーサネット ポートには、ポート デバウンスしか設定できません。

ポート デバウンス タイマーは、短いリンクダウン イベント通知を抑制します。ポート デバウンス タ
イマーより短いリンクダウン イベントは、レイヤ 2 またはレイヤ 3 プロトコルに通知されず、ネット

ワークの再設定によるトラフィック損失が減少します。ポート デバウンス タイマーは、各 LAN ポー

トに個別に設定できます。

注意 ポート デバウンス タイマーをイネーブルにすると、リンクダウンの検出が遅れることになり、デバ

ウンス期間中のトラフィック損失につながります。この状況は、一部のレイヤ 2 とレイヤ 3 プロト

コルのコンバージェンスと再コンバージェンスに影響する可能性があります。

ポート上でデバウンス タイマーを設定するには、次の作業を行います。
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（注） デフォルトの時間は、E シリーズ スーパーバイザ エンジンとラインカードで 10ms です。

ポートにデバウンス タイマーを設定する際、10 ギガビット イーサネット ポート上で 10 ～ 5000 ミリ

秒の間でポート デバウンス タイマー値を増やすことができます。

次に、10 ギガビット イーサネット ポート 2/1 でポート デバウンス タイマーをイネーブルにして、デ

フォルト値（10 ミリ秒）を受け入れる例を示します。

Switch# config terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)# interface tenGigabitEthernet 2/1
Switch(config-if)# link debounce 
Warning: Enabling debounce feature causes link down detection to be delayed
Switch(config-if)# exit

次に、10 ギガビット イーサネット ポート 2/2 で 5000 ミリ秒のポート デバウンス タイマーをイネーブ

ルにして、設定を確認する例を示します。

Switch# config terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)# interface tenGigabitEthernet 2/2
Switch(config-if)# link debounce time 5000
Warning: Enabling debounce feature causes link down detection to be delayed
Switch(config-if)# end
Switch#
Switch# show interfaces debounce | include enable
Te2/1     enable          10   
Te2/2     enable          5000 
Switch#

ポートの Auto-MDIX の設定

Automatic Medium-Dependent Interface Crossover（Auto-MDIX）機能をポートでイネーブルにする

と、ポートは自動的に必要なケーブル接続タイプ（ストレートまたはクロス ケーブル）を検出し、適

切に接続を設定します。Auto-MDIX 機能を使用せずにスイッチを接続する場合、サーバ、ワークス

テーション、またはルータなどのデバイスの接続にはストレート ケーブルを使用し、他のスイッチや

リピータの接続にはクロス ケーブルを使用する必要があります。Auto-MDIX がイネーブルの場合、他

のデバイスとの接続にはいずれかのケーブルを使用し、ケーブルが正しくない場合はインターフェイス

が自動的に修正を行います。ケーブル接続の詳細については、ハードウェア インストレーション ガイ

ドを参照してください。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch(config)# interface tengigabitethernet 
slot/port

設定するポートを選択します。

ステップ 2 Switch(config-if)# link debounce [time 
debounce_time]

デバウンス タイマーを設定します。

デフォルトでは、デバウンスはディセーブルに設定され

ています。

Switch(config-if)# no link debounce デフォルト設定に戻します。

ステップ 3 Switch# show interfaces debounce 設定を確認します。
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Auto-MDIX はデフォルトでイネーブルです。また、Auto-MDIX をイネーブルにした場合、この機能

を正常に動作させるため、ポート上の速度を auto に設定する必要があります。Auto-MDIX は、銅製

メディア ポートでサポートされます。ファイバ メディア ポートではサポートされません。

（注） ポートの自動ネゴシエーションがイネーブルである場合、ラインカード WS-X4424-GB-RJ45、
WS-X4448-GB-RJ45、WS-X4548-GB-RJ45 および WS-X4412-2GB-T は、デフォルトで Auto-MDIX 
をサポートします。mdix コマンドを使用しても Auto-MDIX をディセーブルにはできません。

（注） ラインカード WS-X4548-GB-RJ45V、WS-X4524-GB-RJ45V、WS-X4506-GB-T、WS-X4148-RJ、
WS-X4248-RJ21V、WS-X4248-RJ45V、WS-X4224-RJ45V、および WS-X4232-GB-RJ は、デフォ

ルトでも、CLI を使用した場合も Auto-MDIX をサポートしません。

（注） ラインカード WS-X4124-RJ45、WS-X4148-RJ45（ハードウェア リビジョン 3.0 以上）、

WS-X4232-GB-RJ45（ハードウェア リビジョン 3.0 以上）、WS-X4920-GE-RJ45、および 
WS-4648-RJ45V+E は、CLI を使用して銅製メディア ポートの Auto-MDIX をサポートします（ポー

トでインライン パワーがディセーブルな場合の Auto-MDIX サポート）。

表 7-3 に、Auto-MDIX 設定と、正常および誤ったケーブル配線の結果によるリンク状態を示します。

ポート上で Auto-MDIX を設定するには、次の手順を実行します。

表 7-3 リンク状態および Auto-MDIX 設定

ローカル側の 
Auto-MDIX 

リモート側の 
Auto-MDIX

ケーブル接続が正しい

場合

ケーブル接続が正しく

ない場合

On On リンク アップ リンク アップ

On Off リンク アップ リンク アップ

Off On リンク アップ リンク アップ

Off Off リンク アップ リンク ダウン

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# interface 
interface-id

設定する物理インターフェイスに対して、インターフェイス コンフィギュ

レーション モードを開始します。

ステップ 3 Switch(config-if)# speed auto 接続されたデバイスの速度を自動ネゴシエートするようポートを設定しま

す。

ステップ 4 Switch(config-if)# mdix auto ポートで Auto-MDIX をイネーブルにします。

ステップ 5 Switch(config-if)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 Switch# show interfaces 
interface-id

インターフェイス上の Auto-MDIX 機能の設定を確認します。

ステップ 7 Switch# copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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Auto-MDIX をディセーブルにするには、no mdix auto インターフェイス コンフィギュレーション コ
マンドを使用します。

次の例では、ポートの Auto MDIX をイネーブルにする方法を示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# interface fastethernet 6/5
Switch(config-if)# speed auto
Switch(config-if)# mdix auto
Switch(config-if)# end

インターフェイスの Auto-MDIX 設定の表示

インターフェイスのインターフェイス速度とデュプレックス モード設定を表示するには、次の作業を

行います。

サポートされたラインカード インターフェイスでの speed auto および mdix auto コマンドの設定方法

によって、show interfaces コマンドでは異なる Auto-MDIX ステータスが表示されます。

表 7-4 に、Auto-MDIX 設定と動作ステート、および Auto-MDIX ステータスを示します。

次に、ファスト イーサネット インターフェイス 6/1 で Auto-MDIX 設定と動作ステートを表示する例

を示します。

Switch# show interfaces fastethernet 6/1
FastEthernet6/1 is up, line protocol is up (connected)
  Hardware is Fast Ethernet Port, address is 0001.64fe.e5d0 (bia 0001.64fe.e5d0)
  MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  Full-duplex, 100Mb/s, link type is auto, media type is 10/100BaseTX
  input flow-control is unsupported output flow-control is unsupported

コマンド 目的

ステップ 1 Switch> enable 特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力しま

す。

ステップ 2 Switch# show interfaces type slot/interface インターフェイスの Auto-MDIX 設定と動作ステートを表

示します。

表 7-4 Auto-MDIX および動作ステート

インターフェイスでの Auto-MDIX 設定 
および動作ステート 説明

Auto-MDIX on (operational: on) Auto-MDIX はイネーブルで、フル機能していま

す。

Auto-MDIX on (operational: off) このインターフェイスでは Auto-MDIX はイネー

ブルですが、機能していません。Auto-MDIX 機
能を正常に動作させるには、インターフェイス速

度を自動ネゴシエーションに設定する必要があり

ます。

Auto-MDIX off Auto-MDIX は、 no mdix auto コマンドによって

ディセーブルにされています。
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活性挿抜の概要

  Auto-MDIX on (operational: on)
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
  Last input 00:00:16, output never, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/2000/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue: 0/40 (size/max)
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     511 packets input, 74464 bytes, 0 no buffer
     Received 511 broadcasts (511 multicasts)
     0 runts, 0 giants, 0 throttles
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
     0 input packets with dribble condition detected
     3552 packets output, 269088 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
     0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
     1 lost carrier, 0 no carrier
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
Switch#

活性挿抜の概要
Catalyst 4500 シリーズ スイッチでは活性挿抜（OIR）機能がサポートされており、システムをオンラ

インにしたままモジュールの取り外しおよび交換を行うことができます。モジュールをシャットダウン

してから取り外しおよび交換を行い、そのあとで再起動しても、他のソフトウェアまたはインターフェ

イスはシャットダウンされません。

モジュールの取り外しまたは取り付けを行うとき、事前にソフトウェアに通知するコマンドを入力する

必要はありません。モジュールの取り外しまたは取り付けはシステムからスーパーバイザ エンジンに

通知され、システムが設定変更をスキャンします。新しく取り付けられたモジュールは初期化され、シ

ステム設定について各インターフェイス タイプが確認されてから、新しいインターフェイスで診断が

実行されます。モジュールの取り付けおよび取り外し中に、通常の動作が中断されることはありませ

ん。

モジュールを取り外してから交換する場合、または同じタイプの別のモジュールを同じスロットに装着

する場合、システム設定への変更は必要ありません。それまで設定されていたタイプのインターフェイ

スは、すぐにオンラインで有効になります。モジュールを取り外し、別のタイプのモジュールを装着す

る場合、そのモジュールのインターフェイスはそのモジュールのデフォルト設定で管理上のアップにな

ります。

WS-4500X-32 の活性挿抜
CLI（下記を参照）またはアップリンクの前面パネルの OIR ボタンのいずれかを使用して、

WS-4500X-32（Catalyst 4500-X シリーズ スイッチ）でアップリンク モジュールの取り外し手順を開

始する必要があります。

（注） 計画外のアップリンク モジュールの取り外しは、サポートされません。これは、C4KX-NM-8 モ
ジュールに、オンライン状態で取り外しできない基板に対するハードウェア通信回線があるためです。

初に通信を停止する必要があります。



7-34
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-25340-01-J

第 7 章      インターフェイスの設定

WS-4500X-32 の活性挿抜

アップリンク モジュールを取り外す前に、5 秒間 OIR ボタンを押し、OIR LED がグリーンに点灯にる

まで待つ必要があります。OIR ボタンを押さないでモジュールを取り外すと、次のコンソール エラー 
メッセージが表示され、ROMMON がリブートされます。

Kernal panic - not syncing: Removing a module from switch causes instability.
Rebooting in 15 seconds...

（注） 挿入のために、特別な手順は必要ありません。

Cisco Release IOS XE 3.3.0SG (15.1(1)SG) では、hw-module module number start と hw-module 
module number stop の 2 つの CLI が追加されました。number キーワードでは、WS-C4500 に対して

適切な値は 2 だけです。Cisco IOS XE Release 3.3.0SG（15.1(1) SG）で、start および stop コマンド

は、WS-4500X-32 のアップリンク モジュールだけでイネーブルです。

詳細については、次のマニュアル ライブラリのハードウェアの部分を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products//hw/switches/ps4324/prod_installation_guides_list.html

モジュールのシャットダウン

モジュールを安全にシャット ダウンするには、hw-module module stop コマンドを入力するか、OIR 
ボタンを 5 秒押します。

（注） hw-module module stop コマンドは、WS-C4500X-32 のアップリンク モジュール上でだけイネーブル

になります。

モジュールが動作しており、hw-module module stop コマンドを入力した場合の動作を次に示します。

Switch# hw-module module 2 stop
Proceed with module stop? [confirm]
Switch#
*Feb  5 16:34:37.325: %C4K_IOSMODPORTMAN-6-MODULEOFFLINE: Module 2 is offline
Switch# show module
Chassis Type : WS-C4500X-32

Power consumed by backplane : 0 Watts

Mod Ports Card Type                              Model              Serial No.
---+-----+--------------------------------------+------------------+-----------
 1    32  4500X-32 10GE (SFP+)                   WS-C4900X-32P-10G  JAE153505E9 
 2     8  Module being held in reset             WS-X4908X-10G-TIM  JAE15340C0J 

 M MAC addresses                    Hw  Fw           Sw               Status
--+--------------------------------+---+------------+----------------+---------
 1 0022.bde2.1061 to 0022.bde2.1080 0.2 15.0(1r)SG(0 0.DEV-0          Ok       
 2 0022.bde2.1579 to 0022.bde2.1580 0.1                               In Reset 

Switch#

モジュールがすでに停止しており、hw-module module stop コマンドを入力した場合の動作を次に示

します。

Switch# hw-module module 2 stop
% Module 2 stopped

http://www.cisco.com/en/US/products//hw/switches/ps4324/prod_installation_guides_list.html
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停止後のモジュールの起動

hw-module module number stop コマンドを使用するか、または OIR ボタンを押して停止したモ

ジュールを起動するには、hw-module module number start コマンドを入力するか、または物理的に

取り外してから、再び挿入します。

モジュールが停止しており、このコマンドを入力した場合の動作を次に示します。

Switch# hw-module module 2 start
Switch#
*Feb  5 16:36:27.352: %C4K_IOSMODPORTMAN-6-MODULEINSERTED: Module 2 is inserted
*Feb  5 16:37:15.902: %C4K_IOSMODPORTMAN-6-MODULEONLINE: Module 2 (WS-X4908X-10G-TIM S/N: 
JAE15340C0J Hw: 0.1) is online
Switch# show module
Chassis Type : WS-C4500X-32

Power consumed by backplane : 0 Watts

Mod Ports Card Type                              Model              Serial No.
---+-----+--------------------------------------+------------------+-----------
 1    32  4500X-32 10GE (SFP+)                   WS-C4900X-32P-10G  JAE153505E9 
 2     8  10GE SFP+                              WS-X4908X-10G-TIM  JAE15340C0J 

 M MAC addresses                    Hw  Fw           Sw               Status
--+--------------------------------+---+------------+----------------+---------
 1 0022.bde2.1061 to 0022.bde2.1080 0.2 15.0(1r)SG(0 0.DEV-0          Ok       
 2 0022.bde2.1579 to 0022.bde2.1580 0.1                               Ok       

Switch#

モジュールが停止せず、このコマンドを入力した場合の動作を次に示します。

Switch# hw-module module 2 start
% Module 2 not stopped

一般的なシナリオ

表 7-5 に、WS-4500X-32 の OIR に関連する一般的なシナリオを示します。

表 7-5 WS-4500X-32 の OIR の一般的なシナリオ

実行する作業 結果または実行する必要がある作業

新しいモジュールを初めて挿入する。 新しいモジュールの動作は、現在のラインカード

と同じです。

事前に停止またはシャット ダウンされていない

アップリンク モジュールを取り外す。

ROMMON がリブートされます。

OIR ボタンを誤って押す。 5 秒未満の場合は、何も起こりません。

5 秒以上押すと、OIR が開始されます。ライン

カードがリセット状態に変わり、OIR LED はグ

リーンに点灯します。

module stop コマンドを入力するか、OIR ボタン

を押した後で、気が変わる。

module start コマンドを入力するか、または物理 
OIR を実行します。いずれのアクションによっ

ても、アップリンク モジュールが再起動されま

す。モジュールに障害がない場合は、オンライン

状態に復元されます。
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インターフェイスのモニタリングおよびメンテナンス
ここではインターフェイスのモニタリングとメンテナンスの方法について説明します。

• 「インターフェイスとコントローラのステータスのモニタリング」（P.7-36）

• 「インターフェイスのクリアとリセット」（P.7-37）

• 「インターフェイスのシャットダウンおよび再起動」（P.7-37）

• 「インターフェイス リンク ステータス イベントおよびトランク ステータス イベントの設定」

（P.7-38）

• 「デフォルト設定へのインターフェイスのリセット」（P.7-40）

インターフェイスとコントローラのステータスのモニタリング

Catalyst 4500 シリーズ スイッチの Cisco IOS ソフトウェアには、インターフェイスに関する情報（ソ

フトウェアおよびハードウェアのバージョン、コントローラのステータス、インターフェイス統計情報

など）を表示するためのコマンドが準備されています。これらのコマンドは、EXEC プロンプトで入

力します。次の表に、インターフェイスをモニタリングするためのコマンドをいくつか紹介します。

（show コマンドのすべてのリストを表示するには、EXEC プロンプトで show ?コマンドを入力しま

す）。

インターフェイスに関する情報を表示するには、次のいずれかのコマンドを入力します。

次に、ファスト イーサネット インターフェイス 5/5 のステータスを表示する例を示します。

Switch# show protocols fastethernet 5/5 
FastEthernet5/5 is up, line protocol is up

OIR ボタンが有効であるかどうかを確認する。 アップリンク モジュールの OIR LED がグリーン

に変わり、アップリンク モジュールのライン

カード ステータス LED が消灯します。

OIR ボタンをディセーブルにし、OIR を開始す

るために、CLI の使用を強制する。

できません。

表 7-5 WS-4500X-32 の OIR の一般的なシナリオ （続き）

実行する作業 結果または実行する必要がある作業

コマンド 目的

Switch# show interfaces [type 
slot/interface]

すべてのインターフェイスまたは特定のインターフェイス

について、ステータスおよび設定を表示します。

Switch# show running-config Random Access Memory（RAM; ランダム アクセス メモ

リ）で現在実行中のコンフィギュレーションを表示しま

す。

Switch# show protocols [type 
slot/interface] 

設定されている任意のプロトコルについて、グローバル

（システム全体）およびインターフェイス固有のステータ

スを表示します。

Switch# show version ハードウェア設定、ソフトウェア バージョン、コンフィ

ギュレーション ファイルの名前と送信元、およびブート 
イメージを表示します。
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Switch# 

インターフェイスのクリアとリセット

show interfaces コマンドで表示されるインターフェイス カウンタをクリアするには、次のコマンドを

入力します。

次に、ファスト イーサネット インターフェイス 5/5 のカウンタをクリアしてリセットする例を示しま

す。

Switch# clear counters fastethernet 5/5 
Clear "show interface" counters on this interface [confirm] y 
Switch#
*Sep 30 08:42:55: %CLEAR-5-COUNTERS: Clear counter on interface FastEthernet5/5
by vty1 (171.69.115.10)
Switch#

clear counters コマンド（引数なし）は、すべてのインターフェイスの現在のインターフェイス カウン

タをすべてクリアします。

（注） clear counters コマンドは、SNMP で取得されたカウンタをクリアしません。show interfaces EXEC 
コマンドで表示されたカウンタだけをクリアします。

インターフェイスのシャットダウンおよび再起動

インターフェイスをディセーブルにすると、指定したインターフェイス上のすべての機能がディセーブ

ルになり、そのインターフェイスはすべてのモニタ コマンド出力で使用不能として表示されます。こ

の情報は、すべてのダイナミック ルーティング プロトコルを通じて、他のネットワーク サーバに伝達

されます。ルーティング アップデートには、インターフェイス情報は含まれません。

インターフェイスをシャットダウンしたあとで再起動するには、次の作業を行います。 

次に、ファスト イーサネット インターフェイス 5/5 をシャットダウンする例を示します。

Switch(config)# interface fastethernet 5/5 
Switch(config-if)# shutdown 
Switch(config-if)#
*Sep 30 08:33:47: %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet5/5, changed state to a 
administratively down
Switch(config-if)# 

コマンド 目的

Switch# clear counters {type slot/interface} インターフェイス カウンタをクリアします。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch(config)# interface {vlan vlan_ID} | 
{{fastethernet | gigabitethernet | 
tengigabitethernet} slot/port} | {port-channel 
port_channel_number}

設定するインターフェイスを指定します。

ステップ 2 Switch(config-if)# shutdown インターフェイスをシャットダウンします。

ステップ 3 Switch(config-if)# no shutdown インターフェイスを再びイネーブルにします。
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次に、ファスト イーサネット インターフェイス 5/5 を再びイネーブルにする例を示します。

Switch(config-if)# no shutdown 
Switch(config-if)#
*Sep 30 08:36:00: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet5/5, changed state to up
Switch(config-if)# 

インターフェイスがディセーブルになったかどうかを確認するには、show interfaces EXEC コマンド

を入力します。シャット ダウンされたインターフェイスは、「administratively down」と表示されま

す。

インターフェイス リンク ステータス イベントおよびトランク ステータス 
イベントの設定

インターフェイス リンク ステータス イベントおよびトランク ステータス イベントを設定できます。

Catalyst 4500 シリーズ スイッチでは、次のインターフェイス ロギング イベント通知がグローバルおよ

びインターフェイス単位の両方でサポートされます。

• データ リンク ステータスが変更された場合は、常にインターフェイス上の通知がイネーブルまた

はディセーブルになります。

• トランキング ステータスが変更された場合は、常にトランク インターフェイス上の通知がイネー

ブルまたはディセーブルになります。

インターフェイス リンク ステータス イベントをイネーブルまたはディセーブルにするには、[no] 
logging event link-status use-global コマンドを使用します。インターフェイス トランク ステータス イ
ベントをイネーブルまたはディセーブルにするには、[no] logging event trunk-status use-global コマン

ドを使用します。

各インターフェイス リンク ステータス ロギング イベントは、次のステートのいずれかで設定できま

す。

• logging event link-status：リンク ステータス ロギング イベントは、スイッチのグローバル設定に

関係なく、インターフェイス上で明示的にイネーブルになります。

• no logging event link-status：リンク ステータス ロギング イベントは、スイッチのグローバル設

定に関係なく、インターフェイス上で明示的にディセーブルになります。

• logging event link-status use-global：これは、インターフェイス上のデフォルトのリンク ステー

タス ロギング イベント設定です。この設定は、スイッチのグローバルなリンク ステータス ロギン

グ イベント設定に従う必要があります。

インターフェイス トランク ステータス ロギング イベントは、同じ設定ステートで設定できます。

インターフェイスのリンク ステータス イベント通知の設定

リンク ステータス ロギング イベントをイネーブルまたはディセーブルにするには、次のいずれかのコ

マンドを入力します。

コマンド 目的

Switch(config-if)# logging event 
link-status

インターフェイス リンク ステータス ロギングを

イネーブルにします。



7-39
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-25340-01-J

第 7 章      インターフェイスの設定

インターフェイスのモニタリングおよびメンテナンス

グローバル設定

対応するロギング イベントは、グローバルに設定することもできます。グローバルな設定により、す

べてのインターフェイスにデフォルト ロギング設定が提供されます。[no] logging event link-status 
global コマンドにより、スイッチ全体のインターフェイス リンク ステータス ロギングをイネーブルま

たはディセーブルにできます。[no] logging event trunk-status global コマンドにより、スイッチ全体

のインターフェイス トランク ステータス ロギングをイネーブルまたはディセーブルにできます。

各インターフェイス リンク ステータス ロギング イベントがインターフェイス レベルで設定されてい

ない場合、次のグローバルなロギング イベント設定を使用します。

• logging event link-status global：リンク ステータス ロギング イベントがインターフェイス上で

設定されていない場合、イネーブルになります。

• no logging event link-status global：リンク ステータス ロギング イベントがインターフェイス上

で設定されていない場合、ディセーブルになります。

インターフェイスのトランク ステータス ロギング イベントにも、同様のグローバル設定が提供されま

す。

スイッチのグローバル リンク ステータス ロギング イベントの設定

グローバル リンク ステータス ロギング イベントをイネーブルまたはディセーブルにするには、次のい

ずれかのコマンドを入力します。

例

次に、グローバル設定およびインターフェイス ロギング設定の組み合わせが異なる場合のインター

フェイス ロギング イベントの動作ステートのサマリーの例を表示します。

global setting       interface setting       actual logging state
--------------       -----------------       --------------------
     on                    on                       on
     off                   on                       on
     on                    off                      off
     off                   off                      off
     on                    default(use-global)      on
     off                   default(use-global)      off

次に、リンク ステータスおよびトランク ステータスのロギング イベントの設定およびロギング メッ

セージの出力例を表示します。

//

Switch(config-if)# no logging event 
link-status

インターフェイス リンク ステータス ロギングを

ディセーブルにします。

Switch(config-if)# logging event 
link-status use-global

インターフェイス リンク ステータス ロギングの

グローバルなデフォルト設定を指定します。

コマンド 目的

コマンド 目的

Switch(config-if)# logging event link-status 
global

グローバル リンク ステータス ロギングをイ

ネーブルにします。

Switch(config-if)# no logging event 
link-status global

グローバル リンク ステータス ロギングをディ

セーブルにします。
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// The global link status and trunk status logging events are enabled.
//
Switch# show running | include logging
show running | include logging
logging event link-status global
logging event trunk-status global
Switch#

//
// The interface link status and trunk status logging settings
// are set to default values, which follow regardless of the global
// setting.
//
Switch# show running interface g1/4
Building configuration...

Current configuration: 97 bytes
!
interface GigabitEthernet1/4
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
end
Switch#

//
// The trunk status logging messages for the interface are 
// displayed whenever the interface trunking status is changed.
// Here we change the other end node's trunking encapsulation 
// from dot1q to isl.
//
3d00h: %DTP-5-ILGLCFG: Illegal config(on,isl--on,dot1q) on Gi1/4
3d00h: %DTP-5-ILGLCFG: Illegal config(on,isl--on,dot1q) on Gi1/4
3d00h: %DTP-5-ILGLCFG: Illegal config(on,isl--on,dot1q) on Gi1/4

//
// The link and trunk status logging message for the interface 
// are displayed whenever the interface link status is changed.
// Here we do a "shut" and "no shut" on the other end link node.
//
3d00h: %DTP-5-NONTRUNKPORTON: Port Gi1/4 has become non-trunk
3d00h: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
GigabitEthernet1/4, changed state to down
3d00h: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/4, changed state to
down
3d00h: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/4, changed state to up
3d00h: %DTP-5-TRUNKPORTON: Port Gi1/4 has become dot1q trunk
3d00h: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
GigabitEthernet1/4, changed state to up 

デフォルト設定へのインターフェイスのリセット

インターフェイスに多くのコマンド ラインを設定し、そのインターフェイスのすべての設定をクリア

する場合、default interface グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

Switch(config)# default interface fastEthernet 3/5
Interface FastEthernet3/5 set to default configuration

このコマンドを使用すると、すべての設定をクリアし、インターフェイスをシャットダウンすることが

できます。

Switch# show run interface fastethernet 3/5
Building configuration...
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Current configuration : 58 bytes
!
interface FastEthernet3/5
 no ip address
 shutdown
end
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ポートのステータスと接続の確認

この章では、Catalyst 4500 シリーズ スイッチ上でスイッチ ポートのステータスと接続を確認する方法

について説明します。

この章の主な内容は、次のとおりです。

• 「モジュール ステータスの確認」（P.8-1）

• 「インターフェイスのステータスの確認」（P.8-2）

• 「MAC アドレスの表示」（P.8-3）

• 「TDR を使用したケーブル ステータスの確認」（P.8-3）

• 「Telnet の使用」（P.8-5）

• 「ログアウト タイマーの変更」（P.8-6）

• 「ユーザ セッションのモニタリング」（P.8-6）

• 「ping の使用」（P.8-7）

• 「IP traceroute の使用」（P.8-8）

• 「レイヤ 2 traceroute の使用」（P.8-10）

• 「ICMP の設定」（P.8-12）

（注） この章で使用するスイッチ コマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL で『Cisco 
Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』と関連資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products//hw/switches/ps4324/index.html

『Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』に掲載されていないコマンドについては、より詳

細な Cisco IOS ライブラリを参照してください。次の URL でCisco IOS コマンド リファレンスと関連

資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html

モジュール ステータスの確認
Catalyst 4500 シリーズ スイッチはマルチモジュール システムです。取り付けられているモジュール、

および各モジュールの MAC アドレス範囲とバージョン番号は、show module コマンドを入力して確

認します。特定のモジュール番号を指定し、そのモジュールの詳細情報を表示するには、mod_num 引
数を使用します。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html
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次に、スイッチ上のすべてのモジュール ステータスを確認する例を示します。

Switch# show module all

Mod  Ports Card Type                              Model             Serial No.
----+-----+--------------------------------------+-----------------+-----------
 1     2   1000BaseX (GBIC) Supervisor Module     WS-X4014         JAB012345AB
 5    24   10/100/1000BaseTX (RJ45)               WS-X4424-GB-RJ45 JAB045304EY
 6    48   10/100BaseTX (RJ45)                    WS-X4148         JAB023402QK 

 M MAC addresses                    Hw  Fw                Sw              Stat
--+--------------------------------+---+-----------------+---------------+-----
 1 0004.dd46.9f00 to 0004.dd46.a2ff 0.0 12.1(10r)EW(1.21) 12.1(10)EW(1)    Ok    
 5 0050.3e7e.1d70 to 0050.3e7e.1d87 0.0                                    Ok    
 6 0050.0f10.2370 to 0050.0f10.239f 1.0                                    Ok 
Switch#

インターフェイスのステータスの確認
スイッチ ポートのサマリーまたは詳細情報を表示する場合は、show interfaces status コマンドを使用

します。スイッチ上のすべてのポートの要約情報を表示するには、引数なしの show interfaces status 
コマンドを入力します。特定のモジュール番号を指定すると、そのモジュールのポート情報だけが表示

されます。特定のポートの詳細情報を表示するには、モジュール番号とポート番号を入力します。

特定のポートにコンフィギュレーション コマンドを適用するには、適切な論理モジュールを指定する

必要があります。詳細については、「モジュール ステータスの確認」（P.8-1）を参照してください。 

次に、トランシーバを含む Catalyst 4500 シリーズ スイッチ上のすべてのインターフェイスのステータ

スを表示する例を示します。このコマンドの出力では、他社製トランシーバの「未承認の GBIC」を表

示します。

Switch# show interfaces status

Port    Name               Status       Vlan       Duplex  Speed Type
Gi1/1                      notconnect   1            auto   auto No Gbic
Gi1/2                      notconnect   1            auto   auto No Gbic
Gi5/1                      notconnect   1            auto   auto 10/100/1000-TX
Gi5/2                      notconnect   1            auto   auto 10/100/1000-TX
Gi5/3                      notconnect   1            auto   auto 10/100/1000-TX
Gi5/4                      notconnect   1            auto   auto 10/100/1000-TX
Fa6/1                      connected    1          a-full  a-100 10/100BaseTX
Fa6/2                      connected    2          a-full  a-100 10/100BaseTX
Fa6/3                      notconnect   1            auto   auto 10/100BaseTX
Fa6/4                      notconnect   1            auto   auto 10/100BaseTX

Switch#

次に、errdisable ステートのインターフェイスのステータスを表示する例を示します。

Switch# show interfaces status err-disabled 
Port    Name               Status Reason
Fa9/4                      err-disabled link-flap 
informational error message when the timer expires on a cause
-------------------------------------------------------------- 
5d04h:%PM-SP-4-ERR_RECOVER:Attempting to recover from link-flap err-disable state on Fa9/4
Switch#
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MAC アドレスの表示

MAC アドレスの表示
show module コマンドを使用してモジュールの MAC アドレス範囲を表示する以外に、show 
mac-address-table address コマンドと show mac-address-table interface コマンドを使用して、特定

の MAC アドレスまたはスイッチの特定のインターフェイスの MAC アドレス テーブル情報を表示でき

ます。

次に、特定の MAC アドレスの MAC アドレス テーブル情報を表示する例を示します。

Switch# show mac-address-table address 0050.3e8d.6400
vlan   mac address     type    protocol  qos             ports
-----+---------------+--------+---------+---+--------------------------------
 200  0050.3e8d.6400  static   assigned  --  Switch
 100  0050.3e8d.6400  static   assigned  --  Switch
   5  0050.3e8d.6400  static   assigned  --  Switch
   4  0050.3e8d.6400  static        ipx  --  Switch
   1  0050.3e8d.6400  static        ipx  --  Switch
   1  0050.3e8d.6400  static   assigned  --  Switch
   4  0050.3e8d.6400  static   assigned  --  Switch
   5  0050.3e8d.6400  static        ipx  --  Switch
 100  0050.3e8d.6400  static        ipx  --  Switch
 200  0050.3e8d.6400  static        ipx  --  Switch
 100  0050.3e8d.6400  static      other  --  Switch
 200  0050.3e8d.6400  static      other  --  Switch
   5  0050.3e8d.6400  static      other  --  Switch
   4  0050.3e8d.6400  static         ip  --  Switch
   1  0050.3e8d.6400  static         ip  --  Route
   1  0050.3e8d.6400  static      other  --  Switch
   4  0050.3e8d.6400  static      other  --  Switch
   5  0050.3e8d.6400  static         ip  --  Switch
 200  0050.3e8d.6400  static         ip  --  Switch
 100  0050.3e8d.6400  static         ip  --  Switch
Switch# 

次に、特定のインターフェイスの MAC アドレス テーブル情報を表示する例を示します。

Switch# show mac-address-table interface gigabit 1/1
Multicast Entries
 vlan    mac address     type    ports
-------+---------------+-------+-------------------------------------------
   1  ffff.ffff.ffff system Switch,Gi6/1,Gi6/2,Gi6/9,Gi1/1
Switch# 

TDR を使用したケーブル ステータスの確認
Time Domain Reflectometer（TDR; 時間領域反射率計）機能を使用すれば、障害発生時にケーブルが 
OPEN か SHORT かを判断できます。

概要

TDR により、Catalyst 4500 シリーズ スイッチの場合は 48 ポート 10/100/1000 BASE-T モジュール上

の銅ケーブルのステータスを確認できます。TDR は、信号をケーブルに送信し、反射して戻ってきた

信号を読み取ることによりケーブルの障害を検出します。信号のすべてまたは一部は、ケーブルの障害

箇所またはケーブルの終端により反射して戻されます。
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（注） 標準のカテゴリ 5 ケーブルには 4 組のペアがあります。各ペアは、次のステート（オープン（接続され

ていない）、損傷、ショート、または終端）のいずれかであると想定できます。TDR テストは、全部で 
4 つのステートを検出して、 初の 3 つのステートを「Fault」、 後の 1 つのステートを「Terminated」
と表示します。CLI 出力が表示されますが、ケーブル長はステートが「Faulty」の場合にのみ表示され

ます。

TDR 機能は次のモジュールでサポートされています。

WS-X4908-10GB-RJ45

WS-X4524-GB-RJ45V

WS-X4548-GB-RJ45

WS-X4548-GB-RJ45V

WS-X4548-GB-RJ45V+

WS-X4548-RJ45V+

WS-X4748-RJ45+E

WS-X4748-RJ45V+E

WS-X4748-UPOE+E

WS-C4948-10GE

WS-X4948E-10GE

WS-X4948-10GE

TDR は、導線上に信号を送出することによってケーブル不良を検出します。反射信号に応じて、大ま

かなケーブルの不良箇所を特定できます。TDR 信号がどのように反射してくるかによって、TDR の結

果が決まります。cat4k 製品では、OPEN と SHORT のケーブル不良タイプしかサポートされません。

たとえば、ケーブルが正しく終端されている場合のステータスは「Terminated」と表示されます。

TDR テストの実行

TDR テストを開始するには、次の作業を行います。

次に、モジュール 2 のポート 1 上で TDR テストを開始する例を示します。

Switch# test cable-diagnostics tdr int gi2/1 
Switch#

次に、モジュールで TDR テストがサポートされていない場合に表示されるメッセージ例を示します。

Switch# test cable-diagnostics tdr int gi2/1
00:03:15:%C4K_IOSDIAGMAN-4-TESTNOTSUPPORTEDONMODULE: Online cable
diag tdr test is not supported on this module
Switch#

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# test cable-diagnostics tdr 
{interface {interface interface-number}}

TDR テストを開始します。

ステップ 2 Switch# show cable-diagnostics tdr
{interface {interface interface-number}}

TDR テストのカウンタ情報を表示します。
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Telnet の使用

次に、ポートの TDR テストの結果を表示する例を示します。

Switch# show cable-diagnostics tdr interface gi4/13
Interface Speed  Local pair Cable length Remote channel Status
Gi4/13    0Mbps   1-2        102 +-2m     Unknown       Fault        
                  3-6        100 +-2m     Unknown       Fault        
                  4-5        102 +-2m     Unknown       Fault        
                  7-8        102 +-2m     Unknown       Fault    

（注） このコマンドの廃止後は、diagnostic start コマンドを使用して TDR テストを実行し、show diagnostic 
result コマンドを使用してテスト結果を表示します。

（注） TDR は、ポートのテストです。ポートは、テストの実行中（通常、1 分間）はトラフィックを処理で

きません。

TDR に関する注意事項

TDR を使用する場合は、次の注意事項が適用されます。

• TDR テストを実行中のポートと Auto-MDIX がイネーブルのポートを接続した場合、この TDR 結
果は無効となる可能性があります。この場合、TDR テストを開始する前に WS-X4148-RJ45V 上
のポートを管理上のダウンにする必要があります。

• TDR テストを実行中のポートと WS-X4148-RJ45V 上のポートなど 100BASE-T ポートを接続す

る場合、未使用のペア（4 ～ 5 および 7 ～ 8）はリモート エンドで終端処理されないため、障害と

してレポートされます。

• TDR テストの実行中はポート設定を変更しないでください。

• ケーブルの特性から、正確な結果を入手するには TDR テストを複数回行う必要があります。

• 結果が不正確となる可能性があるため、（近端または遠端のケーブルを取り外すなど）ポート ス
テータスを変更しないでください。

• TDR は、テスト ケーブルをリモート ポートから外している場合に正しく動作します。それ以外の

場合は、正確な結果が得られない可能性があります。

• TDR は 4 本の導線を対象とします。ケーブルの状態によっては、1 組の導線ペアのステータスが 
OPEN または SHORT と表示され、他のすべてのペアのステータスが faulty と表示される場合があ

ります。この動作は、1 組の導線ペアが OPEN または SHORT であればケーブル不良と宣言する必

要があるため、許容範囲です。

• TDR の目的は、不良ケーブルを特定することではなく、ケーブルがどのように不適切な機能をし

ているかを確認することです。

• TDR でケーブル不良が検出された場合でも、オフライン ケーブル診断ツールを使用して、より詳

しく問題を診断する必要があります。

• TDR の結果は、TDR 実装の分解能が違うため異なる Catalyst 4500 モジュールで実行すると異な

る場合があります。このような場合は、オフライン ケーブル診断ツールを参照してください。

Telnet の使用
スイッチの CLI には、Telnet を使用してアクセスできます。また、Telnet ではネットワーク内の他の

デバイスにアクセスすることができます。 大 8 つの Telnet セッションを同時に実行できます。
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ログアウト タイマーの変更

スイッチとの Telnet セッションを設定する前に、まずスイッチの IP アドレス（場合によりデフォルト 
ゲートウェイも）を設定する必要があります。IP アドレスとデフォルト ゲートウェイの設定方法につ

いては、第 3 章「スイッチの初期設定」を参照してください。

（注） ホスト名を使用してホストとの Telnet 接続を確立するには、Domain Name System（DNS; ドメイン 
ネーム システム）を設定してイネーブルにします。

スイッチからネットワーク上の別のデバイスへの Telnet 接続を確立するには、次のコマンドを入力し

ます。

次に、スイッチからリモート ホスト labsparc への Telnet 接続を確立する例を示します。

Switch# telnet labsparc
Trying 172.16.10.3...
Connected to labsparc.
Escape character is '^]'.

UNIX(r) System V Release 4.0 (labsparc)

login:

ログアウト タイマーの変更
ログアウト タイマーは、ユーザが指定された時間よりも長くアイドル状態にあるとき、自動的にス

イッチから切断します。ログアウト タイマーを設定するには、次のコマンドを入力します。

ユーザ セッションのモニタリング
スイッチ上で現在アクティブなユーザ セッションを表示するには、show users コマンドを使用します。

このコマンドは、スイッチでアクティブなすべてのコンソール ポートと Telnet セッションのリストを

出力します。

スイッチのアクティブなユーザ セッションを表示するには、次のコマンドを入力します。

コマンド 目的

Switch# telnet host [port] リモート ホストとの Telnet セッションを確

立します。

コマンド 目的

Switch# logoutwarning number ログアウト タイマーの値を変更します（タイムアウト値に 0 を
指定すると、アイドル状態のセッションが自動的に切断される

のを防ぎます）。

デフォルト値に戻すには、no キーワードを使用します。

コマンド 目的

Switch# show users [all] スイッチで現在アクティブなユーザ セッションを

表示します。
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次に、コンソールと Telnet セッションでローカル認証がイネーブルの場合の、show users コマンドの

出力例を示します（アスタリスク [*] が現在のセッションを示します）。

Switch# show users 
    Line       User       Host(s)              Idle       Location
*  0 con 0                idle                 00:00:00   

  Interface      User        Mode                     Idle     Peer Address

Switch# show users all
    Line       User       Host(s)              Idle       Location
*  0 con 0                idle                 00:00:00   
   1 vty 0                                     00:00:00 
   2 vty 1                                     00:00:00 
   3 vty 2                                     00:00:00 
   4 vty 3                                     00:00:00 
   5 vty 4                                     00:00:00 

  Interface      User        Mode                     Idle     Peer Address
Switch#

アクティブなユーザ セッションを切断するには、次のコマンドを入力します。

次に、アクティブなコンソール ポートのセッションとアクティブな Telnet セッションを切断する例を

示します。

Switch> disconnect console
Console session disconnected.
Console> (enable) disconnect tim-nt.bigcorp.com
Telnet session from tim-nt.bigcorp.com disconnected. (1)
Switch# show users
  Session  User             Location
  -------- ---------------- -------------------------
  telnet   jake             jake-mac.bigcorp.com
* telnet   suzy             suzy-pc.bigcorp.com
Switch#

ping の使用
ここでは、IP ping を使用する手順について説明します。

• 「ping の機能」（P.8-7）

• 「ping の実行」（P.8-8）

ping の機能

ping コマンドでは、リモート ホストとの接続を確認することができます。異なる IP サブネットワーク

のホストに ping を実行する場合、ネットワークへのスタティック ルートを定義するか、サブネット間

をルーティングするルータを設定する必要があります。

コマンド 目的

Switch# disconnect {console | ip_addr} スイッチのアクティブなユーザ セッションを切

断します。
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ping コマンドは、ユーザ モードおよび特権 EXEC モードから設定できます。ping は次のいずれかの応

答を返します。

• 正常な応答：正常な応答（hostname が存在する）は、ネットワーク トラフィックにもよります

が、1 ～ 10 秒以内で発生します。

• 宛先の応答なし：ホストが応答しない場合、No Answer メッセージが返されます。

• ホスト不明：ホストが存在していない場合、Unknown Host メッセージが返されます。

• 宛先到達不能：デフォルト ゲートウェイが指定されたネットワークに到達できない場合、

Destination Unreachable メッセージが返されます。

• ネットワークまたはホスト到達不能：ホストまたはネットワークにルート テーブルが存在しない

場合、Network または Host Unreachable メッセージが返されます。

実行中の ping を停止するには、Ctrl+C を押します。

ping の実行

スイッチからネットワーク上の別のデバイスに ping を実行するには、ユーザ モードおよび特権 EXEC 
モードで次のコマンドを入力します。

次に、ユーザ モードからリモート ホストに ping を実行する例を示します。

Switch# ping labsparc
labsparc is alive
Switch> ping 72.16.10.3
12.16.10.3 is alive
Switch#

次に、特権 EXEC モードで ping コマンドを使用してパケット数、パケット サイズ、タイムアウト時間

を指定する例を示します。

Switch# ping
Target IP Address []: 12.20.5.19
Number of Packets [5]: 10
Datagram Size [56]: 100
Timeout in seconds [2]: 10
Source IP Address [12.20.2.18]: 12.20.2.18
!!!!!!!!!!

----12.20.2.19 PING Statistics----
10 packets transmitted, 10 packets received, 0% packet loss
round-trip (ms)  min/avg/max = 1/1/1
Switch

IP traceroute の使用
ここでは、IP traceroute 機能を使用する手順について説明します。

• 「IP traceroute の機能」（P.8-9）

• 「IP traceroute の実行」（P.8-9）

コマンド 目的

Switch# ping host リモート ホストとの接続を確認します。
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IP traceroute の機能

IP traceroute では、パケットがネットワークで通過するパスをホップバイホップ ベースで特定するこ

とができます。このコマンドを実行すると、トラフィックが宛先に到達するまでに通過するルータなど

のすべてのネットワーク層（レイヤ 3）デバイスが表示されます。

レイヤ 2 スイッチは、trace コマンドの送信元または宛先として参加できますが、trace コマンド出力

ではホップとして表示されません。

trace コマンドは IP ヘッダーの Time To Live（TTL）フィールドを使用して、ルータとサーバで特定

のリターン メッセージが生成されるようにします。traceroute の実行は、UDP データグラムを、TTL 
フィールドが 1 に設定されている宛先ホストへ送信することから始まります。ルータが 1 または 0 の 
TTL 値を検出すると、ルータはデータグラムをドロップしてインターネット制御メッセージ プロトコ

ル（ICMP）Time-Exceeded メッセージを送信側に返します。traceroute は、ICMP Time-Exceeded 
メッセージの送信元アドレス フィールドを調べて、 初のホップのアドレスを判断します。

ネクスト ホップを識別するために、traceroute は TTL 値が 2 の UDP パケットを送信します。1 番めの

ルータは、TTL フィールドの値から 1 を差し引いて次のルータにデータグラムを送信します。2 番めの

ルータは TTL の値 1 を確認し、データグラムをドロップして、送信元に Time-Exceeded メッセージを

返します。このプロセスは、データグラムが宛先ホストに到達できるだけの値まで TTL が増加するか、

大 TTL に到達するまで続けられます。

データグラムが宛先に到達したことを判断するために、traceroute はデータグラムの UDP 宛先ポート

を宛先ホストが使用すると予測される非常に大きな値に設定します。ホストが未確認のポート番号を指

定したデータグラムを受け取ると、送信元に ICMP Port Unreachable エラー メッセージを送信します。

Port Unreachable エラー メッセージは、宛先に到達していることを traceroute に通知します。

IP traceroute の実行

パケットがネットワークで通過するパスを追跡するには、EXEC モードまたは特権 EXEC モードで次

のコマンドを入力します。

次に、trace コマンドを使用して、パケットがネットワークで宛先に到達するまでのルートを表示する

例を示します。

Switch# trace ip ABA.NYC.mil
 
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to ABA.NYC.mil (26.0.0.73)
  1 DEBRIS.CISCO.COM (192.180.1.6) 1000 msec 8 msec 4 msec
  2 BARRNET-GW.CISCO.COM (192.180.16.2) 8 msec 8 msec 8 msec
  3 EXTERNAL-A-GATEWAY.STANFORD.EDU (192.42.110.225) 8 msec 4 msec 4 msec
  4 BB2.SU.BARRNET.NET (192.200.254.6) 8 msec 8 msec 8 msec
  5 SU.ARC.BARRNET.NET (192.200.3.8) 12 msec 12 msec 8 msec
  6 MOFFETT-FLD-MB.in.MIL (192.52.195.1) 216 msec 120 msec 132 msec
  7 ABA.NYC.mil (26.0.0.73) 412 msec 628 msec 664 msec
Switch# 

コマンド 目的

Switch# trace [protocol] [destination] IP traceroute を実行して、ネットワークでパケッ

トが通過するパスを追跡します。
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レイヤ 2 traceroute の使用 
レイヤ 2 traceroute 機能により、パケットが通過する、送信元デバイスから宛先デバイスへの物理パス

を識別できます。レイヤ 2 traceroute は、ユニキャストの送信元および宛先 MAC アドレスのみをサ

ポートします。パス内のスイッチが保持する MAC アドレス テーブルを使用してパスを判別します。

スイッチがレイヤ 2 traceroute をサポートしないデバイスをパスで検出すると、スイッチはレイヤ 2 ト
レース キューを送信し続けてタイムアウトにしてしまいます。

スイッチが送信元デバイスのホストから宛先デバイスのホストへのパスを追跡する場合、スイッチは送

信元デバイスから宛先デバイスへのパスのみを識別します。パケットが通過する、送信元ホストから送

信元デバイスまで、または宛先デバイスから宛先ホストまでのパスは識別できません。

ここでは、レイヤ 2 traceroute 機能を使用する手順について説明します。

• 「レイヤ 2 traceroute の使用上の注意事項」（P.8-10） 

• 「レイヤ 2 traceroute の実行」（P.8-11） 

レイヤ 2 traceroute の使用上の注意事項

レイヤ 2 traceroute の使用上の注意事項を次に示します。

• Cisco Discovery Protocol は、ネットワーク上のすべてのデバイスでイネーブルになっている必要

があります。レイヤ 2 traceroute が適切に動作するために、CDP をディセーブルにしないでくださ

い。

物理パス内のデバイスが CDP に対して透過的な場合、スイッチはこれらのデバイスを通過するパ

スを識別できません。

（注） CDP をイネーブルにする場合の詳細については第 28 章「CDP の設定」を参照してくださ

い。

• 物理パス内のすべてのスイッチは IP 接続が可能でなければなりません。スイッチが別のスイッチ

から到達可能である場合、特権 EXEC モードで ping コマンドを使用して接続をテストできます。

• パス内で識別される 大ホップ カウントは 10 です。

• 送信元デバイスから宛先デバイスへの物理パスにないスイッチにおいて、特権 EXEC モードで 
traceroute mac コマンドまたは traceroute mac ip コマンドを入力できます。パス内のすべてのス

イッチは、このスイッチから到達可能でなければなりません。

• 指定した送信元および宛先 MAC アドレスが同一 VLAN に属する場合、traceroute mac コマンド

出力はレイヤ 2 パスのみを表示します。異なる VLAN に属している送信元アドレスおよび宛先ア

ドレスを指定すると、レイヤ 2 パスは識別されず、エラー メッセージが表示されます。

• マルチキャスト送信元または宛先 MAC アドレスを指定すると、パスは識別されず、エラー メッ

セージが表示されます。

• 送信元または宛先 MAC アドレスが複数の VLAN にある場合、送信元および宛先 MAC アドレス

両方の属する VLAN を指定する必要があります。VLAN が指定されないと、パスは識別されず、

エラー メッセージが表示されます。

• 指定した送信元および宛先 MAC アドレスが同一サブネットに属する場合、traceroute mac ip コ
マンド出力はレイヤ 2 パスを表示します。IP アドレスを指定する場合、スイッチはアドレス解決

プロトコル（ARP）を使用して IP アドレスと対応する MAC アドレスおよび VLAN ID を対応付

けます。
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– 指定の IP アドレスの ARP のエントリが存在している場合、スイッチは関連付けられた MAC 
アドレスを使用し、物理パスを識別します。

– ARP のエントリが存在しない場合、スイッチは ARP クエリーを送信し、IP アドレスを解決し

ようと試みます。IP アドレスが解決されないと、パスは識別されず、エラー メッセージが表

示されます。

• 複数のデバイスがハブを介して 1 つのポートに接続されている場合（たとえば複数の CDP ネイ

バーがポートで検出された場合）、レイヤ 2 traceroute 機能はサポートされません。複数の CDP ネ
イバーが 1 つのポートで検出された場合、レイヤ 2 パスは特定されず、エラー メッセージが表示

されます。

• この機能は、トークンリング VLAN ではサポートされません。

レイヤ 2 traceroute の実行

送信元デバイスから宛先デバイスへ送られるパケットが通過する物理パスを表示するには、次のいずれ

かのコマンドを入力します。

または

次の例は、traceroute mac および traceroute mac ip コマンドを使用して、パケットが宛先に到達する

までに通過したネットワーク上の物理パスを表示します。

Switch# traceroute mac 0000.0201.0601 0000.0201.0201

Source 0000.0201.0601 found on con6[WS-C2950G-24-EI] (2.2.6.6)
con6 (2.2.6.6) :Fa0/1 => Fa0/3
con5                 (2.2.5.5        )  :    Fa0/3 => Gi0/1
con1                 (2.2.1.1        )  :    Gi0/1 => Gi0/2
con2                 (2.2.2.2        )  :    Gi0/2 => Fa0/1
Destination 0000.0201.0201 found on con2[WS-C3550-24] (2.2.2.2)
Layer 2 trace completed
Switch# 

Switch# traceroute mac ip 2.2.66.66 2.2.22.22 detail
Translating IP to mac ..... 
2.2.66.66 => 0000.0201.0601
2.2.22.22 => 0000.0201.0201

Source 0000.0201.0601 found on con6[WS-C2950G-24-EI] (2.2.6.6)
con6 / WS-C2950G-24-EI / 2.2.6.6 :
        Fa0/1 [auto, auto] => Fa0/3 [auto, auto]
con5 / WS-C2950G-24-EI / 2.2.5.5 :
        Fa0/3 [auto, auto] => Gi0/1 [auto, auto]
con1 / WS-C3550-12G / 2.2.1.1 :
        Gi0/1 [auto, auto] => Gi0/2 [auto, auto]

コマンド 目的

Switch# traceroute mac {source-mac-address} 
{destination-mac-address}

レイヤ 2 traceroute を実行して、ネットワー

クでパケットが通過するパスを追跡します。

コマンド 目的

Switch# traceroute mac ip {source-mac-address} 
{destination-mac-address}

IP traceroute を実行して、ネットワークでパ

ケットが通過するパスを追跡します。
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con2 / WS-C3550-24 / 2.2.2.2 :
        Gi0/2 [auto, auto] => Fa0/1 [auto, auto]
Destination 0000.0201.0201 found on con2[WS-C3550-24] (2.2.2.2)
Layer 2 trace completed.
Switch# 

ICMP の設定
ICMP は、IP 接続を制御および管理するための多くのサービスを提供します。インターネット ヘッ

ダーに問題が検出された場合に、ICMP メッセージがルータまたはアクセス サーバによってホストま

たはその他のルータに送信されます。ICMP の詳細については、RFC 792 を参照してください。

ICMP Protocol Unreachable メッセージのイネーブル化

Cisco IOS ソフトウェアが不明なプロトコルを使用する非ブロードキャスト パケットを受け取ると、送

信元に ICMP Protocol Unreachable メッセージを返します。

同様に、宛先アドレスまでのルートを認識していないため 終的な宛先に届かないパケットをソフト

ウェアが受け取ると、送信元に ICMP Host Unreachable メッセージを返します。この機能は、デフォ

ルトでイネーブルにされています。

ICMP Protocol Unreachable と Host Unreachable メッセージの生成をイネーブルにするには、インター

フェイス コンフィギュレーション モードで次のコマンドを入力します。

注意 no ip unreachables コマンドを入力すると、パス MTU ディスカバリ機能が停止します。ネット

ワークの中のルータは、パケットを強制的に分割します。

インターネット制御メッセージ プロトコル（ICMP）宛先到達不能メッセージが生成されるレートを制

限するには、次のコマンドを入力します。

コマンド 目的

Switch (config-if)# [no] ip unreachables ICMP 宛先到達不能メッセージをイネーブルにしま

す。

ICMP 宛先到達不能メッセージをディセーブルにする

には、no キーワードを使用します。

コマンド 目的

Switch (config)# [no] ip icmp rate-limit 
unreachable [df] milliseconds

ICMP 宛先メッセージが生成されるレートを制限し

ます。

レート制限を削除し、CPU 利用を低減させるには、

no キーワードを使用します。



8-13
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-25340-01-J

第 8 章      ポートのステータスと接続の確認

ICMP の設定

ICMP Redirect メッセージのイネーブル化

適なデータ ルートが使用されない場合があります。たとえば、受信したその同じインターフェイス

を使用したパケットの再送をルータに強制できます。この場合、Cisco IOS ソフトウェアはパケットの

送信元に ICMP Redirect メッセージを送信して、ルータが受信デバイスに直接接続するサブネット上

にあること、また、ルータは同じサブネット上の別のシステムにパケットを転送する必要があることを

送信元に通知します。ソフトウェアはパケットの送信元に ICMP Redirect メッセージを送信します。

これは発信側ホストがすでにネクスト ホップにそのパケットを送信し、それを送信元がまったく認識

していない可能性があるためです。Redirect メッセージは、ルートから受信デバイスを削除し、よりダ

イレクトなパスを示す指定されたデバイスに代えるよう送信側に指示します。この機能は、デフォルト

でイネーブルにされています。

ただし、Hot Standby Router Protocol（HSRP; ホットスタンバイ ルータ プロトコル）がインターフェ

イスに設定されている場合、そのインターフェイスでは ICMP Redirect メッセージは（デフォルトで）

ディセーブルになります。HSRP の詳細については、次の URL を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipapp/configuration/guide/ipapp_hsrp_ps6350_TSD_Products_Confi
guration_Guide_Chapter.html

Cisco IOS ソフトウェアが受信したインターフェイスからパケットを再送するように指定されている場

合、ICMP Redirect メッセージの送信をイネーブルにするには、インターフェイス コンフィギュレー

ション モードで次のコマンドを入力します。

ICMP Mask Reply メッセージのイネーブル化

ネットワーク デバイスがインターネットワークの特定のサブネットワークに関して、サブネット マス

クを認識していなければならない場合があります。この情報を取得するために、デバイスは ICMP 
Mask Request メッセージを送信します。これらのメッセージには、要求された情報を保有するデバイ

スの ICMP Mask Reply メッセージが応答します。Cisco IOS ソフトウェアは、ICMP Mask Reply 機能

がイネーブルの場合に、ICMP Mask Request メッセージに応答できます。

Cisco IOS ソフトウェアが ICMP マスク応答メッセージを送信して、ICMP マスク要求に応答するよう

に指定するには、次のコマンドを入力します。

コマンド 目的

Switch (config-if)# [no] ip redirects ICMP Redirect メッセージをイネーブルにします。

ICMP Redirect メッセージをディセーブルにし、CPU 
利用を低減させるには、no キーワードを使用します。

コマンド 目的

Switch (config-if)# [no] ip mask-reply ICMP 宛先マスク要求への応答をイネーブルにしま

す。

この機能をディセーブルにするには、no キーワード

を使用します。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipapp/configuration/guide/ipapp_hsrp_ps6350_TSD_Products_Configuration_Guide_Chapter.html
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9
Supervisor Engine 6-E および Supervisor 
Engine 6L-E で RPR および SSO を使用した
スーパーバイザ エンジンの冗長構成の設定

Catalyst 4500 シリーズ スイッチでは、アクティブ スーパーバイザ エンジンが故障した場合に、冗長

スーパーバイザ エンジンが処理を引き継ぎます。ソフトウェアでは、冗長スーパーバイザ エンジンを 
Route Processor Redundancy（RPR; ルート プロセッサ冗長）またはステートフル スイッチオーバー

（SSO）動作モードで稼働することで、スーパーバイザ エンジン冗長構成をイネーブルにします。

（注） SSO を稼働させるための ROMmon の 小要件は、Cisco IOS Release 12.1(20r)EW1 または Cisco IOS 
Release 12.2(20r)EW1 となります。

この章では、Catalyst 4507R および Catalyst 4510R スイッチ上でスーパーバイザ エンジンの冗長構成

を設定する方法について説明します。

（注） Cisco Nonstop Forwarding（NSF）with SSO（NSF/SSO）の詳細については、第 11 章「Cisco 
NSF/SSO スーパーバイザ エンジンの冗長構成の設定」を参照してください。

この章の主な内容は、次のとおりです。

• 「スーパーバイザ エンジンの冗長構成について」（P.9-2）

• 「スーパーバイザ エンジンの冗長構成の同期化について」（P.9-4）

• 「スーパーバイザ エンジンの冗長構成に関する注意事項および制約事項」（P.9-5）

• 「スーパーバイザ エンジンの冗長構成の設定」（P.9-8）

• 「手動による切り替え」（P.9-12）

• 「ソフトウェア アップグレードの実行」（P.9-13）

• 「冗長スーパーバイザ エンジン上でのブートフラッシュの操作」（P.9-15）

（注） この章で使用するスイッチ コマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL で『Cisco 
Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』と関連資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products//hw/switches/ps4324/index.html

『Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』に掲載されていないコマンドについては、より詳

細な Cisco IOS ライブラリを参照してください。次の URL でCisco IOS コマンド リファレンスと関連

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/index.html
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資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html

スーパーバイザ エンジンの冗長構成について
ここでは、スーパーバイザ エンジンの冗長構成について説明します。

• 「概要」（P.9-2）

• 「RPR の動作」（P.9-2）

• 「SSO 動作」（P.9-3）

概要

スーパーバイザ エンジンの冗長性が有効になっていれば、アクティブ スーパーバイザ エンジンが故障

した場合や手動スイッチオーバーが実行された場合に、冗長スーパーバイザ エンジンがアクティブ

スーパーバイザ エンジンとなります。冗長スーパーバイザ エンジンはアクティブ スーパーバイザ エン

ジンのスタートアップ コンフィギュレーション時に自動的に初期化されており、このことによって、

スイッチオーバー時間が短縮されます（設定に応じて、RPR モードでは 30 秒以上、SSO モードでは 1 
秒以下）。

スーパーバイザ エンジンの冗長性は、スイッチオーバー時間の削減以外にも次の内容をサポートして

います。

• 冗長スーパーバイザ エンジンの活性挿抜（OIR）。

スーパーバイザ エンジンの冗長構成により、メンテナンス時に冗長スーパーバイザ エンジンの 
OIR が可能になります。冗長スーパーバイザ エンジンが搭載されている場合、アクティブ スー

パーバイザ エンジンがその存在を検出し、冗長スーパーバイザ エンジンは RPR モードでは部分的

初期化ステート、および SSO モードでは完全初期化ステートで起動します。

• ソフトウェアのアップグレード。「ソフトウェア アップグレードの実行」（P.9-13）を参照してくだ

さい。

スーパーバイザ エンジンのソフトウェア変更中のダウン時間を 小限にするために、冗長スー

パーバイザ エンジンに新しいイメージをロードしてスイッチオーバーを実施します。

スイッチを 初に起動して、 初に起動するスーパーバイザ エンジンがアクティブ スーパーバイザ エ
ンジンとなって、スイッチオーバーが発生するまでアクティブのままとなります。

次のイベントが 1 つまたは複数発生するとスイッチオーバーが発生します。

• アクティブ スーパーバイザ エンジンの障害（ハードウェアまたはソフトウェア機能による）、また

は取り外し。

• ユーザによる強制的なスイッチオーバー。

• ユーザによるアクティブ スーパーバイザ エンジンのリロード。

RPR の動作

RPR は、Cisco IOS Release 12.2(12c)EW 以降のリリースでサポートされます。冗長スーパーバイザ 
エンジンは、RPR モードで稼働する場合、部分的に初期化されたステートで起動し、アクティブ スー

パーバイザ エンジンの固定コンフィギュレーションと同期化されます。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html
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（注） 永続的なコンフィギュレーションには、startup-config、ブート変数、config-register、Virtual LAN
（VLAN; 仮想 LAN）データベースが含まれます。

冗長スーパーバイザ エンジンは基本的なシステム初期化のあとで起動シーケンスを中止します。アク

ティブ スーパーバイザ エンジンに障害が発生した場合、冗長スーパーバイザ エンジンが新しいアク

ティブ スーパーバイザ エンジンになります。

スーパーバイザ エンジンのスイッチオーバーでは、モジュール タイプとステータスに関連するスー

パーバイザ エンジンの間ではステートが維持されず、RPR モードの物理ポートすべてが再起動するの

で、トラフィックが中断します。冗長スーパーバイザ エンジンの初期化が完了すると、冗長スーパー

バイザ エンジンはモジュールからハードウェア情報を読み込みます。

SSO 動作

SSO は、Cisco IOS Release 12.2(20)EWA 以降のリリースでサポートされています。冗長スーパーバイ

ザ エンジンは、SSO モードで稼働する場合、完全に初期化されたステートで起動し、アクティブ スー

パーバイザ エンジンの固定コンフィギュレーションおよび実行コンフィギュレーションと同期化しま

す。そのあと、スタンバイ スーパーバイザ エンジンは、次のプロトコルのステートを維持し、ステー

トフル スイッチオーバーをサポートする機能に関するハードウェアおよびソフトウェア ステートの変

更すべてを同期化して維持します。そのため、冗長スーパーバイザ エンジン構成内のレイヤ 2 セッ

ションへの割り込みはありません。

そのあと、スタンバイ スーパーバイザ エンジンは、次のプロトコルのステートを維持し、ステートフ

ル スイッチオーバーをサポートする機能に関するハードウェアおよびソフトウェア ステートの変更す

べてを同期化して維持します。ただし、アップリンク ポートは物理的にスーパーバイザ エンジン上に

あるので、スーパーバイザ エンジンが取り外されると切断されます。

アクティブ スーパーバイザ エンジンに障害が発生した場合、冗長スーパーバイザ エンジンがアクティ

ブになります。この新しいアクティブ スーパーバイザ エンジンは既存のレイヤ 2 スイッチング情報を

使用して、トラフィック転送を続けます。ルーティング テーブルが新しいアクティブ スーパーバイザ 
エンジンに追加されるまで、レイヤ 3 の転送は延期されます。

SSO は、次のレイヤ 2 機能のステートフル スイッチオーバーをサポートします。次の機能のステート

は、アクティブおよび冗長スーパーバイザ エンジンの間で保存されます。

• 802.3

• 802.3u

• 802.3x（フロー制御）

• 802.3ab（GE）

• 802.3z（CWDM を含めたギガビット イーサネット）

• 802.3ad（LACP）

• 802.1p（レイヤ 2 QoS）

• 802.1q

• 802.1X（認証）

• 802.1D（スパニングツリー プロトコル）

• 802.3af（インライン パワー）

• PAgP

• VTP
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• ダイナミック ARP インスペクション

• DHCP スヌーピング

• IP ソース ガード

• IGMP スヌーピング（バージョン 1 および 2）

• DTP（802.1Q および ISL）

• MST

• PVST+

• ラピッド PVST

• PortFast/UplinkFast/BackboneFast

• BPDU ガードおよびフィルタリング

• 音声 VLAN

• ポート セキュリティ

• ユニキャスト MAC フィルタリング

• ACL（VACL、PACL、RACLS）

• QoS（DBL）

• マルチキャスト ストーム制御 /ブロードキャストストーム制御

SSO は、次の機能と互換性があります。ただし、次の機能のプロトコル データベースは冗長スーパー

バイザ エンジンとアクティブ スーパーバイザ エンジンの間では同期化されません。

• レイヤ 2 プロトコル トンネリング（L2PT）を備えた 802.1Q トンネリング

• ベビー ジャイアント

• ジャンボ フレーム サポート

• CDP

• フラッディング ブロック

• UDLD

• SPAN/RSPAN

• NetFlow

SSO 機能がイネーブルの場合、次の機能が冗長スーパーバイザ エンジンで学習されます。

• Catalyst 4500 シリーズ スイッチ上のレイヤ 3 プロトコルすべて（スイッチ仮想インターフェイス）

スーパーバイザ エンジンの冗長構成の同期化について
通常の動作中、永続的なコンフィギュレーション（RPR および SSO）と実行コンフィギュレーション

（SSO だけ）は、2 台のスーパーバイザ エンジンの間のデフォルトで同期化されます。スイッチオー

バー時には、新しいアクティブ スーパーバイザ エンジンが現在の設定を使用します。

（注） 冗長スーパーバイザ エンジン コンソールに CLI（コマンドライン インターフェイス）コマン

ドを入力することはできません。

ここでは、スーパーバイザ エンジンの冗長構成の同期化について説明します。
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• 「RPR スーパーバイザ エンジンの設定の同期化」（P.9-5）

• 「SSO スーパーバイザ エンジンの設定の同期化」（P.9-5）

RPR スーパーバイザ エンジンの設定の同期化

RPR モードでは、冗長スーパーバイザ エンジンは部分的に初期化されるだけであるため、起動時に設

定変更を受信する場合、および設定変更を保存する場合にかぎり、アクティブ スーパーバイザ エンジ

ンと対話します。

冗長スーパーバイザ エンジンが RPR モードで稼働している場合は、次のイベントがトリガーとなって

設定情報の同期化が発生します。

• 冗長スーパーバイザ エンジンが起動したとき、auto-sync コマンドによって、固定コンフィギュ

レーションに同期化されます。このコマンドは、デフォルトでイネーブルにされています。詳細に

ついては、「スーパーバイザ エンジンの設定の同期化」（P.9-11）を参照してください。

• アクティブ スーパーバイザ エンジンが冗長スーパーバイザ エンジンを検出すると、設定情報がア

クティブ スーパーバイザ エンジンから冗長スーパーバイザ エンジンに同期化されます。この同期

化により、冗長スーパーバイザ エンジン上にある既存のスタートアップ コンフィギュレーション 
ファイルが上書きされます。

• 設定を変更する場合は、write コマンドを使用して、冗長スーパーバイザ エンジンのスタートアッ

プ コンフィギュレーションを保存および同期化する必要があります。

SSO スーパーバイザ エンジンの設定の同期化

冗長スーパーバイザ エンジンが SSO モードで稼働している場合は、次のイベントがトリガーとなって

設定情報の同期化が発生します。

• アクティブ スーパーバイザ エンジンが冗長スーパーバイザ エンジンを検出すると、固定および実

行コンフィギュレーションの同期化が発生し、これにより、冗長スーパーバイザ エンジンが完全

初期化ステートに移行できるようになります。

• リアルタイムで変更が発生すると、アクティブ スーパーバイザ エンジンは、必要に応じて、実行

コンフィギュレーションおよび（または）固定コンフィギュレーションと冗長スーパーバイザ エ
ンジンを同期化します。

• 設定を変更する場合、write コマンドを使用して、アクティブ スーパーバイザ エンジンが冗長スー

パーバイザ エンジンのスタートアップ コンフィギュレーションを保存および同期化できるように

する必要があります。

スーパーバイザ エンジンの冗長構成に関する注意事項および
制約事項

スーパーバイザ エンジンの冗長構成に関する注意事項および制約事項は、次のとおりです。

• コンフィギュレーション ファイルの互換性の問題が原因で、アクティブ スーパーバイザ エンジン

とスタンバイ スーパーバイザ エンジン間で SSO モードを確立できない場合、Mismatched 
Command List（MCL）がアクティブ スーパーバイザ エンジンで生成され、スタンバイ スーパー

バイザ エンジンに対して、RPR モードへのリロードが強制されます。問題のある設定を削除し、

まったく同じイメージでスタンバイ スーパーバイザ エンジンを再起動した後に、SSO の確立を試

行すると、ピア イメージに互換性がないことがリストに示されているため、



9-6
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-25340-01-J

第 9 章      Supervisor Engine 6-E および Supervisor Engine 6L-E で RPR および SSO を使用したスーパーバイザ エンジンの冗長構成の設定

スーパーバイザ エンジンの冗長構成に関する注意事項および制約事項

C4K_REDUNDANCY-2-IOS_VERSION_CHECK_FAIL および 
ISSU-3-PEER_IMAGE_INCOMPATIBLE メッセージが表示されることがあります。設定の問題

を修正できる場合は、ピアが STANDBY COLD（RPR）ステートのときに、redundancy 
config-sync ignore mismatched-commands EXEC コマンドで、互換性のないリストからピア イ
メージをクリアできます。このアクションによって、スタンバイ スーパーバイザ エンジンは、リ

ロード時に、STANDBY HOT（SSO）ステートで起動できます。

次に、手順を示します。

ステップ 1 スタンバイ スーパーバイザ エンジンが STANDBY COLD（RPR）ステートである間に、（MCL を生成

した）問題のある設定をクリアします。

ステップ 2 アクティブなスタンバイ スーパーバイザ エンジンで redundancy config-sync ignore 
mismatched-commands EXEC コマンドを入力します。

ステップ 3 write memory を実行します。

ステップ 4 redundancy reload peer コマンドで、スタンバイ スーパーバイザ エンジンをリロードします。

• スロット 10 で WS-X4302-GB なしでギガ ビット イーサネットおよび 10 ギガビット イーサネッ

ト アップリンクの両方を使用するように Supervisor Engine V-10GE を設定する場合は、モジュー

ル 10 はディセーブルになり、ギガビット ポートを使用して設定をロールバックできません。

回復するには、次のコマンドを入力します。

config t
hw-module uplink select tengigabitethernet     // This sets the switch back to default 
mode
!
ctrl z
wr me
redundancy reload shelf  // The switch will reload with all 10 modules working ok

//The switch reloads

config t
hw-module uplink select gigabitethernet   // This sets the switch to the desired link
!
ctrl z
wr me
redundancy reload shelf  // The switch reloads with module 10 active with the gigabit 
ethernet port(s) ON and the ten gigabit ethernet port(s) Off

• RPR では Cisco IOS Release 12.1(12c)EW、リリース 12.1(19)E 以降のリリースが必要です。SSO 
では Cisco IOS Release 12.2(20)EWA 以降のリリースが必要です。

• Catalyst 4507R スイッチおよび 4510R スイッチは、スーパーバイザ エンジンの冗長構成に対応す

る唯一の Catalyst 4500 シリーズ スイッチです。

• Catalyst 4507R シリーズ スイッチの Cisco IOS Release 12.2(25)SG 以降のリリースでは、10 ギガ

ビット イーサネットとギガビット イーサネット アップリンクは、同時に使用できます。

• 冗長構成では、シャーシ内の両方のスーパーバイザ エンジンが同じコンポーネント（モデル、メ

モリ、NFL ドータ カード）を持っており、同じ Cisco IOS ソフトウェア イメージを使用している

必要があります。

• WS-X4516 アクティブおよび冗長スーパーバイザ エンジンが同じシャーシに搭載されている場合、

アップリンク ポート（Gig1/1、Gig2/1、Gig1/2、Gig2/2）を使用できます。
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• シャーシのアクティブ スーパーバイザ エンジンおよび冗長スーパーバイザ エンジンは、スロット 
1 およびスロット 2 に搭載する必要があります。

• シャーシの各スーパーバイザ エンジンには、スイッチを独自に動作させるために、独自のフラッ

シュ デバイスとコンソール ポート接続が備えられている必要があります。

• 各スーパーバイザ エンジンには、個別のコンソール ポート接続を行う必要があります。コンソー

ル ポートに Y 字ケーブルを接続しないでください。

• スーパーバイザ エンジンの冗長構成にはスーパーバイザ エンジンのロード バランシング機能があ

りません。

• スイッチオーバー時にシスコ エクスプレス フォワーディング（CEF）テーブルがクリアされます。

その結果、ルーテッド トラフィックは、ルート テーブルが再コンバージェンスするまで中断され

ます。SSO 機能がスーパーバイザ エンジンの冗長スイッチオーバー時間を 30 秒以上から 1 秒以下

に削減するので、この再コンバージェンス時間は 小となります。また、スイッチが SSO 用に設

定された場合のレイヤ 3 のフェールオーバー時間も早くなります。

• スタティック IP ルートは、コンフィギュレーション ファイル内のエントリから設定されるため、

スイッチオーバー中も維持されます。

• アクティブ スーパーバイザ エンジン上で維持されているレイヤ 3 ダイナミック ステート情報は、

冗長スーパーバイザ エンジンへの同期化が行われず、スイッチオーバー時に失われます。

• Cisco IOS Release 12.2 以降、サポートされていない状態が検出された場合（アクティブ スーパー

バイザ エンジンで Cisco IOS Release 12.2(20)EW が、冗長スーパーバイザ エンジンで Cisco IOS 
Release 12.1(20)EW が稼働している場合など）、冗長スーパーバイザ エンジンが複数回リセットさ

れ、ROMmon モードになります。「ソフトウェア アップグレードの実行」（P.9-13）に示す手順に

従ってください。

• Cisco IOS Release 12.2(20)EWA または Cisco IOS Release 12.2(25)EW を実行（またはアップグ

レード）して、冗長シャーシ（Catalyst 4507R または Catalyst 4510R シリーズ スイッチ）で単一

のスーパーバイザ エンジンを使用し、ルーテッド ポートを使用する場合は、次のいずれかを実行

します。

– ルーテッド ポートの代わりに、SVI を使用します。

– 冗長モードを SSO から RPR に変更します。

• SSO モードでの SNMP（簡易ネットワーク管理プロトコル）同期および SNMP 設定操作による冗

長スーパーバイザ エンジンの設定変更は、冗長スーパーバイザ エンジンと同期化されません。

SSO モードで SNMP 設定操作を実行することはできますが、予期しない動作が発生する場合があ

ります。

SSO モードで SNMP によってスイッチを設定したあとで、アクティブ スーパーバイザ エンジン上

の running-config ファイルを startup-config ファイルにコピーすると、冗長スーパーバイザ エンジ

ン上の startup-config ファイルの同期化が発生します。新しい設定が冗長スーパーバイザ エンジン

に適用されるように冗長スーパーバイザ エンジンをリロードします。

• スタートアップ（一括）同期中は、設定を変更できません。このプロセス中に設定を変更しようと

すると、次のメッセージが生成されます。

Config mode locked out till standby initializes

• スーパーバイザ エンジンのスイッチオーバー時に設定を変更した場合、設定の変更内容は失われ

ます。

• 冗長スイッチからラインカードを取り外し、SSO スイッチオーバーを開始してから、ラインカー

ドを再度挿入すると、すべてのインターフェイスはシャットダウンされます。元のラインカードの

他の設定は、保持されます。

この状況は、ラインカードを取り外す前に、スイッチが SSO に到達した場合にだけ発生します。
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スーパーバイザ エンジンの冗長構成の設定
ここでは、スーパーバイザ エンジンの冗長構成を設定する手順について説明します。

• 「冗長性の設定」（P.9-8）

• 「スタンバイ スーパーバイザ エンジンの仮想コンソール」（P.9-10）

• 「スーパーバイザ エンジンの設定の同期化」（P.9-11）

冗長性の設定

冗長性を設定するには、次の作業を実行します。

冗長構成を設定する場合は、次のことに注意してください。

• sso キーワードは、Cisco IOS Release 12.2(20)EWA 以降のリリースでサポートされています。

• rpr キーワードは、Cisco IOS Release 12.1(12c)EW 以降のリリースでサポートされます。

次に、SSO のシステムを設定し、冗長ファシリティ情報を表示する例を示します。

Switch> enable 
Switch# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# redundancy 
Switch(config-red)# mode sso 
Switch(config-red)# end 
Switch# show redundancy
Redundant System Information :
------------------------------
       Available system uptime = 2 days, 2 hours, 39 minutes
Switchovers system experienced = 0
              Standby failures = 0
        Last switchover reason = none

                 Hardware Mode = Duplex
    Configured Redundancy Mode = Stateful Switchover
     Operating Redundancy Mode = Stateful Switchover
              Maintenance Mode = Disabled
                Communications = Up

Current Processor Information :
-------------------------------
               Active Location = slot 1
        Current Software state = ACTIVE
       Uptime in current state = 2 days, 2 hours, 39 minutes
                 Image Version = Cisco Internetwork Operating System Software

コマンド 目的

ステップ 1 Switch(config)# redundancy 冗長コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config-red)# mode {sso | rpr} SSO または RPR を設定します。このコマンドを入力す

ると、冗長スーパーバイザ エンジンがリロードされ、

SSO または RPR モードで動作を開始します。

ステップ 3 Switch# show running-config SSO または RPR がイネーブルであることを確認します。

ステップ 4 Switch# show redundancy 
[clients | counters | history | states]

アクティブおよび冗長スーパーバイザ エンジン用に冗長

構成情報（カウンタ、ステートなど）を表示します。
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IOS (tm) Catalyst 4000 L3 Switch Software (cat4000-I5S-M), Version 12.2(20)EWA(3
.92), CISCO INTERNAL USE ONLY ENHANCED PRODUCTION VERSION
Copyright (c) 1986-2004 by cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 14-Jul-04 04:42 by esi
                          BOOT = bootflash:cat4000-i5s-mz.122_20_EWA_392,1
        Configuration register = 0x2002

Peer Processor Information :
----------------------------
              Standby Location = slot 2
        Current Software state = STANDBY HOT
       Uptime in current state = 2 days, 2 hours, 39 minutes
                 Image Version = Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) Catalyst 4000 L3 Switch Software (cat4000-I5S-M), Version 12.2(20)EWA(3
.92), CISCO INTERNAL USE ONLY ENHANCED PRODUCTION VERSION
Copyright (c) 1986-2004 by cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 14-Jul-04 0
                          BOOT = bootflash:cat4000-i5s-mz.122_20_EWA_392,1
        Configuration register = 0x2002

Switch#

次に、冗長ファシリティ ステート情報を表示する例を示します。

Switch# show redundancy states
my state = 13 -ACTIVE
     peer state = 8  -STANDBY HOT
           Mode = Duplex
           Unit = Primary
        Unit ID = 2

Redundancy Mode (Operational) = Stateful Switchover
Redundancy Mode (Configured)  = Stateful Switchover
Redundancy State              = Stateful Switchover
Maintenance Mode = Disabled
    Manual Swact = enabled
 Communications = Up

client count = 21
 client_notification_TMR = 240000 milliseconds
          keep_alive TMR = 9000 milliseconds
        keep_alive count = 0
    keep_alive threshold = 18
           RF debug mask = 0x0
Switch#

次に、システム設定を RPR モードから SSO モードに変更する例を示します。

Switch(config)# redundancy 
Switch(config-red)# mode
Switch(config-red)# mode sso
Changing to sso mode will reset the standby. Do you want to continue?[confirm]
Switch(config-red)# end
Switch#
*Aug  1 13:11:16: %C4K_REDUNDANCY-3-COMMUNICATION: Communication with the peer Supervisor 
has been lost
*Aug  1 13:11:16: %C4K_REDUNDANCY-3-SIMPLEX_MODE: The peer Supervisor has been lost
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次に、システム設定を SSO モードから RPR モードに変更する例を示します。

Switch(config)# redundancy 
Switch(config-red)# mode rpr
Changing to rpr mode will reset the standby. Do you want to continue?[confirm]
Switch(config-red)# end
*Aug  1 13:11:16: %C4K_REDUNDANCY-3-COMMUNICATION: Communication with the peer Supervisor 
has been lost
*Aug  1 13:11:16: %C4K_REDUNDANCY-3-SIMPLEX_MODE: The peer Supervisor has been lost

スタンバイ スーパーバイザ エンジンの仮想コンソール

Catalyst 4500 シリーズ スイッチには、冗長性を持たせるため、2 つのスーパーバイザ エンジンを搭載

できます。スイッチに電源が入ると、スーパーバイザ エンジンの 1 つがアクティブになり、スイッチ

オーバーが発生するまでアクティブのままになります。もう 1 つのスーパーバイザ エンジンはスタン

バイ モードのままです。

スーパーバイザ エンジンのそれぞれには、自身のコンソール ポートがあります。スタンバイ スーパー

バイザ エンジンのコンソール ポート経由でだけ、スタンバイ スーパーバイザ エンジンにアクセスでき

ます。スタンバイ スーパーバイザに対するアクセス、モニタリング、またはデバッグを行うには、ス

タンバイ コンソールに接続する必要があります。

スタンバイ スーパーバイザ エンジンの仮想コンソールを使用すると、スタンバイ コンソールへの物理

的な接続がなくてもアクティブ スーパーバイザ エンジンからスタンバイ コンソールにアクセスできま

す。EOBC で IPC を使用してスタンバイ スーパーバイザ エンジンと通信し、アクティブ スーパーバイ

ザ エンジン上でスタンバイ コンソールをエミュレートします。一度にアクティブにできるアクティブ 
スタンバイ コンソール セッションは 1 つだけです。

スタンバイ スーパーバイザ エンジンの仮想コンソールにより、アクティブ スーパーバイザ エンジンに

ログインしているユーザは、スタンバイ スーパーバイザ エンジン上で show コマンドをリモートで実

行し、アクティブ スーパーバイザ エンジンでその結果を表示できます。仮想コンソールは、アクティ

ブ スーパーバイザ エンジンからだけ利用できます。

アクティブ スーパーバイザ エンジンからアクティブ スーパーバイザ エンジンの attach module コマン

ド、session module コマンド、または remote login コマンドを使用してスタンバイ仮想コンソールに

アクセスできます。これらのコマンドを実行してスタンバイ コンソールにアクセスするには、特権 
EXEC モード（レベル 15）を開始している必要があります。

スタンバイ仮想コンソールにアクセスすると、端末プロンプトは自動的に  hostname-standby-console 
に変わります。hostname はスイッチに設定した名前です。仮想コンソールを終了すると、このプロン

プトは元のプロンプトに戻ります。

exit コマンドまたは quit コマンドを入力すると、仮想コンソールは終了します。ログインしたアク

ティブ スーパーバイザ エンジンの端末の無活動時間が設定されたアイドル時間を超えると、アクティ

ブ スーパーバイザ エンジンの端末から自動的にログアウトします。この場合、仮想コンソール セッ

ションも終了します。また、スタンバイが再起動すると、仮想コンソール セッションも自動的に終了

します。スタンバイが起動したあとは、別の仮想コンソール セッションを作成する必要があります。

仮想コンソールを使用してスタンバイ スーパーバイザ エンジンにログインするには、次のコマンドを

入力します。

Switch# session module 2
Connecting to standby virtual console
Type "exit" or "quit" to end this session

Switch-standby-console# exit
Switch#

スタンバイ コンソールがイネーブルでない場合、次のメッセージが表示されます。
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Switch-standby-console#
Standby console disabled.
Valid commands are: exit, logout

（注） スタンバイ仮想コンソールには、コマンド履歴、コマンド補完、コマンド ヘルプ、部分コマンド キー

ワードなど、スーパーバイザ コンソールから利用できる標準的な機能が備わっています。

次の制限事項がスタンバイ仮想コンソールに適用されます。

• 仮想コンソールで実行されたコマンドは、すべて 後まで実行されます。auto-more 機能はありま

せん。したがって、terminal length 0 コマンドの実行時と同じように機能します。また、対話形

式ではありません。アクティブ スーパーバイザ エンジンでは、キー シーケンスによって実行中の

コマンドを中断または中止できません。コマンドによって大量の出力が発生した場合、仮想コン

ソールはスーパーバイザ エンジンの画面に出力を表示します。

• 仮想コンソールは対話形式ではありません。仮想コンソールはコマンドのインタラクティブ性を検

出しないため、ユーザとの対話を必要とするコマンドが入力されると、RPC タイマーがコマンド

を中断するまで仮想コンソールは待機します。

仮想コンソール タイマーは 60 秒に設定されています。60 秒後に仮想コンソールはプロンプトに戻

ります。この間、キーボードからコマンドを中断できません。操作を続ける前に、タイマーが期限

切れになるのを待つ必要があります。

• 仮想コンソールを使用して、スタンバイ スーパーバイザ エンジン上で表示されているデバッグお

よび Syslog メッセージを表示することはできません。仮想コンソールは、仮想コンソールから実

行されたコマンドの出力だけを表示します。実際のスタンバイ コンソールで表示される別の情報

は、仮想コンソールでは表示できません。

スーパーバイザ エンジンの設定の同期化

2 台のスーパーバイザ エンジンが使用する設定を手動で同期化するには、アクティブ スーパーバイザ 
エンジン上で次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch(config)# redundancy 冗長コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config-red)# main-cpu main-cpu コンフィギュレーション サブモードを開始し

ます。

ステップ 3 Switch(config-r-mc)# auto-sync {startup-config | 
config-register | bootvar | standard}

設定要素を同期化します。

ステップ 4 Switch(config-r-mc)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 Switch# copy running-config startup-config Dynamic Random-Access Memory（DRAM; ダイナミッ

ク ランダム メモリ）の実行コンフィギュレーション 
ファイルを NVRAM（不揮発性 RAM）のスタートアッ

プ コンフィギュレーション ファイルに同期化します。

（注） DRAM 上の実行コンフィギュレーション ファイ

ルを同期化する場合、このステップは不要です。
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（注） SNMP によるアクティブ スーパーバイザ エンジンの設定変更は、冗長スーパーバイザ エンジンに同期

化されません。この場合の詳細な取り扱いについては、「スーパーバイザ エンジンの冗長構成に関する

注意事項および制約事項」（P.9-5）を参照してください。

（注） auto-sync コマンドは、config-reg、bootvar、および startup/private コンフィギュレーション ファイル

の同期化だけを制御します。カレンダーおよび VLAN データベース ファイルは、変更するたびに常に

同期化されます。SSO モードでは、running-config は常に同期化されます。

次に、auto-sync standard コマンドを使用して、デフォルトの自動同期化機能を再びイネーブルにし、

アクティブ スーパーバイザ エンジンの startup-config および config-register 設定を冗長スーパーバイ

ザ エンジンと同期化する例を示します。ブート変数のアップデートは自動的に行われるため、ディ

セーブルにできません。

Switch(config)# redundancy
Switch(config-red)# main-cpu
Switch(config-r-mc)# auto-sync standard
Switch(config-r-mc)# end
Switch# copy running-config startup-config

（注） 標準の自動同期対象の設定要素を個別に手動で同期化するには、デフォルトの自動同期化機能をディ

セーブルにします。

（注） auto-sync standard を設定すると、個別の同期化オプション（no auto-sync startup-config など）は無視

されます。

次に、デフォルトの自動同期化をディセーブルにして、アクティブ スーパーバイザ エンジンの 
config-register だけを冗長スーパーバイザ エンジンに自動的に同期化し、スタートアップ コンフィ

ギュレーションの同期化を許可しない例を示します。

Switch(config)# redundancy
Switch(config-red)# main-cpu
Switch(config-r-mc)# no auto-sync standard
Switch(config-r-mc)# auto-sync config-register
Switch(config-r-mc)# end

手動による切り替え
ここでは、テストのため手動による切り替え（アクティブ スーパーバイザ エンジンから冗長スーパー

バイザ エンジンへ）を行う方法を説明します。ご使用の稼働環境に SSO を展開する前に、手動で切り

替えることを推奨します。

（注） これは、SSO が冗長モードとして設定されていることを前提としています。
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手動で切り替えるには、アクティブ スーパーバイザ エンジンで次の作業を行います。

次の使用上の注意事項に留意してください。

• 強制的にスイッチオーバーを実施するには、冗長スーパーバイザ エンジンを STANDBY HOT ス
テートにする必要があります。show redundancy コマンドを使用すると、ステートを確認できま

す。ステートが STANDBY HOT でない場合、redundancy force-switchover コマンドは実行され

ません。

• スイッチオーバーを開始するには、reload コマンドではなく、redundancy force-switchover コ
マンドを使用します。redundancy force-switchover コマンドによって、冗長スーパーバイザ エン

ジンが正常な状態であることが 初に確認されます。reload コマンドを入力して、ステータスが

スタンバイ ホットではない場合、reload コマンドでは現在のスーパーバイザ エンジンだけがリ

セットされます。

初のスイッチオーバーのあと、シャーシのスロット 1 のスーパーバイザ エンジンをアクティブ スー

パーバイザ エンジンにする必要が生じる場合があります。スーパーバイザ エンジン 1 上のイメージが、

両方のスーパーバイザ エンジン上で実行したいイメージの場合、冗長構成にするためにスロット 1 の
スーパーバイザ エンジン上のイメージを再起動する必要はありません。代わりに、別のスイッチオー

バーを強制的に実行できます。ただし、両方のスーパーバイザ エンジン上で実行するイメージのバー

ジョンを新しくする場合、「ソフトウェア アップグレードの実行」（P.13）の手順に従ってください。

どのスロットにアクティブ スーパーバイザ エンジンが含まれているかを判断し、必要に応じて別のス

イッチオーバーを強制的に実行するには、show module コマンドを使用します。

ソフトウェア アップグレードの実行
スーパーバイザ エンジンの冗長構成がサポートするソフトウェアのアップグレード手順によって、冗

長スーパーバイザ エンジン上の Cisco IOS ソフトウェア イメージをリロードし、そのあとでもう一度、

アクティブ スーパーバイザ エンジンにリロードできます。

スーパーバイザ エンジンの冗長構成によってサポートされているソフトウェアのアップグレード手順

を使用すると、冗長スーパーバイザ エンジン上の Cisco IOS ソフトウェア イメージをリロードし、そ

のあとでもう一度、アクティブ スーパーバイザ エンジンにリロードできます。

次のシナリオはサポートされません。アクティブ スーパーバイザ エンジンで Cisco IOS Release 
12.1(x)E が稼働しており、スタンバイ スーパーバイザ エンジンで Cisco IOS Release 12.2(x)S が稼働

している場合。スタンバイ スーパーバイザ エンジンが繰り返しリセットされます。

冗長スーパーバイザ エンジンを Cisco IOS Release 12.1(x)E から 12.2(x)S にアップグレードしようと

すると、システムの完全な再起動が必要になります。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# show redundancy ピア ステートが STANDBY HOT ステートであることを

確認します。

P.6 ～ 10 の show redundancy states コマンドの例を参

照してください。

ステップ 2 Switch# redundancy force-switchover アクティブ スーパーバイザ エンジンから冗長スーパー

バイザ エンジンへのスイッチオーバーが開始されます。

冗長スーパーバイザ エンジンのステートが STANDBY 
HOT でない場合、このコマンドは実行されません。
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ソフトウェアのアップグレードを実行するには、次の作業を行います。

次に、ソフトウェア アップグレードの実行例を示します。

Switch# config terminal
Switch(config)# config-register 0x2
Switch(config)# boot system flash slot0:cat4000-i5s-mz.122-20.EWA
Switch(config)# redundancy
Switch(config-red)# main-cpu
Switch(config-r-mc)# auto-syn standard
Switch(config-r-mc)# end

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# copy source_device:source_filename 
slot0:target_filename

または：

Switch# copy source_device:source_filename 
bootflash:target_filename 

スーパーバイザ エンジンのブートフラッシュに、新しい 
Cisco IOS ソフトウェア イメージをコピーします。

ステップ 2 Switch# copy source_device:source_filename 
slaveslot0:target_filename

または：

Switch# copy source_device:source_filename 
slavebootflash:target_filename 

スレーブ デバイス（slavebootflash、slaveslot0 など）

に、新しいイメージをコピーします。

ステップ 3 Switch# config terminal
Switch(config)# config-register 0x2
Switch(config)# boot system flash 
device:file_name 

新しいイメージを起動するように、スーパーバイザ エン

ジンを設定します。

システムが古いイメージを自動的に起動するよう設定さ

れている場合、次のコマンド ストリングを入力して代わ

りに新しいイメージを起動します。
no boot system flash device:old_file_name

ステップ 4 Switch(config)# redundancy 冗長コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 5 Switch(config-red)# main-cpu main-cpu コンフィギュレーション サブモードを開始し

ます。

ステップ 6 Switch(config-r-mc)# auto-syn standard 設定要素を同期化します。

ステップ 7 Switch(config-r-mc)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 8 Switch# copy running-config start-config 設定を保存します。

ステップ 9 Switch# redundancy reload peer 冗長スーパーバイザ エンジンをリロードし、オンライン

に戻します（新しいリリースの Cisco IOS ソフトウェア

を使用します）。

（注） ステップ 10 に進む前に、スイッチが RPR モー

ドで動作していることを確認します。

ステップ 10 Switch# redundancy force-switchover 冗長スーパーバイザ エンジンへのスイッチオーバーを手

動で実行します。冗長スーパーバイザ エンジンが、新し

い Cisco IOS ソフトウェア イメージを使用するアクティ

ブ スーパーバイザ エンジンになります。

それまでアクティブだったスーパーバイザ エンジンが新

しいイメージで再起動され、冗長スーパーバイザ エンジ

ンになります。
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Switch# copy running-config start-config
Switch# redundancy reload peer
Switch# redundancy force-switchover 
Switch#

次に、アクティブ スーパーバイザ エンジン上の実行コンフィギュレーションと冗長スーパーバイザ エ
ンジンとの同期化が成功したことを確認する例を示します。

Switch# config terminal
Switch(config)# redundancy
Switch(config-red)# main-cpu
Switch(config-r-mc)# auto-sync standard
4d01h: %C4K_REDUNDANCY-5-CONFIGSYNC: The bootvar has been successfully synchronized to the 
standby supervisor
4d01h: %C4K_REDUNDANCY-5-CONFIGSYNC: The config-reg has been successfully synchronized to 
the standby supervisor
4d01h: %C4K_REDUNDANCY-5-CONFIGSYNC: The startup-config has been successfully synchronized 
to the standby supervisor
4d01h: %C4K_REDUNDANCY-5-CONFIGSYNC: The private-config has been successfully synchronized 
to the standby supervisor

上記の例では、アクティブ スーパーバイザ エンジンからのブート変数、config-register、スタートアッ

プ コンフィギュレーションが冗長スーパーバイザ エンジンに同期化したことを示します。

冗長スーパーバイザ エンジン上でのブートフラッシュの操作

（注） 冗長スーパーバイザ エンジン上のコンソール ポートは使用できません。

冗長スーパーバイザ エンジン ブートフラッシュを操作するには、次のうち 1 つまたは複数のコマンド

を実行します。

コマンド 目的

Switch# dir slaveslot0:target_filename

or
Switch# dir slavebootflash:target_filename 

冗長スーパーバイザ エンジンの slot0: デバイスの内容を表

示します。

冗長スーパーバイザ エンジンの bootflash: デバイスの内容

を表示します。

Switch# delete slaveslot0:target_filename

or
Switch# delete slavebootflash:target_filename 

冗長スーパーバイザ エンジンの slot0: デバイスから、特定

のファイルを削除します。

冗長スーパーバイザ エンジンの bootflash: デバイスから、

特定のファイルを削除します。

Switch# squeeze slaveslot0:

or
Switch# squeeze slavebootflash:

冗長スーパーバイザ エンジンの slot0: デバイスをスクイー

ズします。

冗長スーパーバイザ エンジンの bootflash: デバイスをスク

イーズします。
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Switch# format slaveslot0:

or
Switch# format slavebootflash:

冗長スーパーバイザ エンジンの slot0: デバイスをフォー

マットします。

冗長スーパーバイザ エンジンの bootflash: デバイスを

フォーマットします。

Switch# copy source_device:source_filename 
slaveslot0:target_filename

or
Switch# copy source_device:source_filename 
slavebootflash:target_filename 

アクティブ スーパーバイザ エンジンから冗長スーパーバイ

ザ エンジンの slot0: デバイスへファイルをコピーします。

冗長スーパーバイザ エンジンの bootflash: デバイスにファ

イルをコピーします。

（注） 送信元はアクティブ スーパーバイザ エンジン、また

は TFTP サーバです。

コマンド 目的
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Supervisor Engine 7-E および Supervisor 
Engine 7L-E で RPR および SSO を使用した
スーパーバイザ エンジンの冗長構成の設定

Catalyst 4500 シリーズ スイッチでは、アクティブ スーパーバイザ エンジンが故障した場合に、スタン

バイ スーパーバイザ エンジンが処理を引き継ぎます。ソフトウェアでは、冗長スーパーバイザ エンジ

ンを Route Processor Redundancy（RPR; ルート プロセッサ冗長）またはステートフル スイッチオー

バー（SSO）動作モードで稼働することで、スーパーバイザ エンジン冗長構成をイネーブルにします。

（注） SSO と RPR の実行に対する ROMMON の 低要件は、15.0（1r）SG1 です。

この章では、Catalyst 4507R および Catalyst 4510R スイッチ上でスーパーバイザ エンジンの冗長構成

を設定する方法について説明します。

（注） Cisco Nonstop Forwarding（NSF）with SSO（NSF/SSO）の詳細については、第 11 章「Cisco 
NSF/SSO スーパーバイザ エンジンの冗長構成の設定」を参照してください。

この章の主な内容は、次のとおりです。

• 「スーパーバイザ エンジンの冗長構成について」（P.10-2）

• 「スーパーバイザ エンジンの冗長構成の同期化について」（P.10-5）

• 「スーパーバイザ エンジンの冗長構成に関する注意事項および制約事項」（P.10-6）

• 「スーパーバイザ エンジンの冗長構成の設定」（P.10-7）

• 「手動による切り替え」（P.10-12）

• 「ソフトウェア アップグレードの実行」（P.10-13）

• 「スタンバイ スーパーバイザ エンジン上でのブートフラッシュの操作」（P.10-14）

（注） この章で使用するスイッチ コマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL で『Cisco 
Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』と関連資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products//hw/switches/ps4324/index.html

『Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』に掲載されていないコマンドについては、より詳

細な Cisco IOS ライブラリを参照してください。次の URL で『Catalyst 4500 Series Switch Cisco IOS 

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/index.html
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Command Reference』と関連資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html

スーパーバイザ エンジンの冗長構成について
ここでは、スーパーバイザ エンジンの冗長構成について説明します。

• 「概要」（P.10-2）

• 「RPR の動作」（P.10-3）

• 「SSO 動作」（P.10-3）

概要

スーパーバイザ エンジンの冗長構成が有効になっていれば、アクティブ スーパーバイザ エンジンが故

障した場合や手動スイッチオーバーが実行された場合に、スタンバイ スーパーバイザ エンジンが「新

しい」アクティブスーパーバイザ エンジンとなります。スタンバイ スーパーバイザ エンジンはアク

ティブ スーパーバイザ エンジンのスタートアップ コンフィギュレーションで自動的に初期化されてい

るため、スイッチオーバー時間が短縮されます（コンフィギュレーションによっては RPR モードで 30 
秒以上。SSO モードでは 1 秒以下）。

スーパーバイザ エンジンの冗長性は、スイッチオーバー時間の削減以外にも次の内容をサポートして

います。

• スーパーバイザ エンジンの活性挿抜（OIR）

スーパーバイザ エンジンの冗長構成により、メンテナンス時に冗長スーパーバイザ エンジンの 
OIR が可能になります。冗長スーパーバイザ エンジンが搭載されている場合、アクティブ スー

パーバイザ エンジンがその存在を検出し、冗長スーパーバイザ エンジンは RPR モードでは部分的

初期化ステート、および SSO モードでは完全初期化ステートで起動します。

• ソフトウェアのアップグレード。（「ソフトウェア アップグレードの実行」（P.10-13）を参照）。

スーパーバイザ エンジンのソフトウェア変更中のダウン時間を 小限にするために、スタンバイ 
スーパーバイザ エンジンに新しいイメージをロードしてスイッチオーバーを実施します。

スイッチを 初に起動して、 初に起動するスーパーバイザ エンジンがアクティブ スーパーバイザ エ
ンジンとなって、スイッチオーバーが発生するまでアクティブのままとなります。

次のイベントが 1 つまたは複数発生するとスイッチオーバーが発生します。

• アクティブ スーパーバイザ エンジンの障害（ハードウェアまたはソフトウェア機能による）、また

は取り外し。

• ユーザによる強制的なスイッチオーバー。

• ユーザによるアクティブ スーパーバイザ エンジンのリロード。

表 10-1 では、冗長用のシャーシおよびスーパーバイザ エンジンについて説明します。

表 10-1 シャーシおよびスーパーバイザのサポート

サポートされるスイッチ サポート対象のスーパーバイザ エンジン

WS-C4507R-E、WS-C4510R-E、
WS-C4507R+E、WS-C4510R+E

Supervisor Engine 7-E（WS-X45-SUP7-E）お

よび Supervisor Engine 7L-E
（WS-X45-SUP7L-E）

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html
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RPR の動作

RPR は、Cisco IOS-XE Release 3.1.0SG 以降のリリースでサポートされます。スタンバイ スーパーバ

イザ エンジンは、RPR モードで稼働する場合、部分的に初期化されたステートで起動し、アクティブ 
スーパーバイザ エンジンの固定コンフィギュレーションと同期化されます。

（注） 永続的なコンフィギュレーションには、startup-config、ブート変数、config-register、Virtual LAN
（VLAN; 仮想 LAN）データベースが含まれます。

スタンバイ スーパーバイザ エンジンは基本的なシステム初期化のあとで起動シーケンスを中止します。

アクティブ スーパーバイザ エンジンに障害が発生した場合、スタンバイ スーパーバイザ エンジンが新

しいアクティブ スーパーバイザ エンジンになります。

スーパーバイザ エンジンのスイッチオーバーでは、モジュール タイプとステータスに関連するスー

パーバイザ エンジンの間ではステートが維持されず、RPR モードの物理ポートすべてが再起動するの

で、トラフィックが中断します。スイッチオーバー時に、スタンバイ スーパーバイザ エンジンの初期

化が完了すると、冗長スーパーバイザ エンジンはモジュールからハードウェア情報を直接読み込み、

アクティブなスーパーバイザ エンジンになります。

SSO 動作

SSOCisco IOS-XE Release 3.1.0SG 以降のリリースでサポートされます。スタンバイ スーパーバイザ 
エンジンは、SSO モードで稼働する場合、完全に初期化されたステートで起動し、アクティブ スー

パーバイザ エンジンの固定コンフィギュレーションおよび実行コンフィギュレーションと同期化しま

す。そのあと、スタンバイ スーパーバイザ エンジンは、次のプロトコルのステートを維持し、ステー

トフル スイッチオーバーをサポートする機能に関するハードウェアおよびソフトウェア ステートの変

更すべてを同期化して維持します。そのため、冗長スーパーバイザ エンジン構成内のレイヤ 2 セッ

ションへの割り込みはありません。

スタンバイ スーパーバイザ エンジンは、すべてのリンクのハードウェア リンク ステータスを認識して

いるため、スイッチオーバー前にアクティブだったポートはアップリンク ポートを含め、アクティブ

のままになります。ただし、アップリンク ポートは物理的にスーパーバイザ エンジン上にあるので、

スーパーバイザ エンジンが取り外されると切断されます。

アクティブ スーパーバイザ エンジンに障害が発生した場合、スタンバイ スーパーバイザ エンジンがア

クティブになります。この新しいアクティブ スーパーバイザ エンジンは既存のレイヤ 2 スイッチング

情報を使用して、トラフィック転送を続けます。ルーティング テーブルが新しいアクティブ スーパー

バイザ エンジンに追加されるまで、レイヤ 3 の転送は延期されます。

SSO は、次のレイヤ 2 機能のステートフル スイッチオーバーをサポートします。

（注） SSO は、IOS-XE ソフトウェアが LAN Base モードで動作している場合は、サポートされませ

ん。

次の機能のステートは、アクティブおよびスタンバイ スーパーバイザ エンジンの間で保存されます。

• 802.3

• 802.3u

• 802.3x（フロー制御）

• 802.3ab（GE）
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• 802.3z（CWDM を含めたギガビット イーサネット）

• 802.3ad（LACP）

• 802.1p（レイヤ 2 QoS）

• 802.1q

• 802.1X（認証）

• 802.1D（スパニングツリー プロトコル）

• 802.3af（インライン パワー）

• PAgP

• VTP

• ダイナミック ARP インスペクション

• DHCP スヌーピング

• IP ソース ガード

• IGMP スヌーピング（バージョン 1 および 2）

• DTP（802.1Q および ISL）

• MST

• PVST+

• ラピッド PVST

• PortFast/UplinkFast/BackboneFast

• BPDU ガードおよびフィルタリング

• 音声 VLAN

• ポート セキュリティ

• ユニキャスト MAC フィルタリング

• ACL（VACL、PACL、RACLS）

• QoS（DBL）

• マルチキャスト ストーム制御 /ブロードキャストストーム制御

SSO は、次の機能と互換性があります。ただし、次の機能のプロトコル データベースはスタンバイ 
スーパーバイザ エンジンとアクティブ スーパーバイザ エンジンの間では同期化されません。

• レイヤ 2 プロトコル トンネリング（L2PT）を備えた 802.1Q トンネリング

• ベビー ジャイアント

• ジャンボ フレーム サポート

• CDP

• フラッディング ブロック

• UDLD

• SPAN/RSPAN

• NetFlow

SSO 機能がイネーブルの場合、次の機能がスタンバイ スーパーバイザ エンジンで学習されます。

• Catalyst 4500 シリーズ スイッチ上のレイヤ 3 プロトコルすべて（スイッチ仮想インターフェイス）
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スーパーバイザ エンジンの冗長構成の同期化について
通常の動作中、永続的なコンフィギュレーション（RPR および SSO）と実行コンフィギュレーション

（SSO だけ）は、2 台のスーパーバイザ エンジンの間のデフォルトで同期化されます。スイッチオー

バー時には、新しいアクティブ スーパーバイザ エンジンが現在の設定を使用します。

（注） スタンバイ スーパーバイザ エンジン コンソールで Command-Line Interface（CLI; コマンドラ

イン インターフェイス）コマンドを入力することはできません。

ここでは、スーパーバイザ エンジンの冗長構成の同期化について説明します。

• 「RPR スーパーバイザ エンジンの設定の同期化」（P.10-5）

• 「SSO スーパーバイザ エンジンの設定の同期化」（P.10-5）

RPR スーパーバイザ エンジンの設定の同期化

RPR モードでは、スタンバイ スーパーバイザ エンジンは部分的に初期化されるだけであるため、起動

時に設定変更を受信する場合、および設定変更を保存する場合にかぎり、アクティブ スーパーバイザ 
エンジンと対話します。

スタンバイ スーパーバイザ エンジンが RPR モードで動作している場合は、次のイベントによってコン

フィギュレーション情報の同期化がトリガーされます。

• スタンバイ スーパーバイザ エンジンが起動したとき、auto-sync コマンドによって、固定コン

フィギュレーションに同期化されます。このコマンドは、デフォルトでイネーブルにされていま

す。詳細については、「スーパーバイザ エンジンの設定の同期化」（P.10-11）を参照してください。

• アクティブ スーパーバイザ エンジンがスタンバイ スーパーバイザ エンジンを検出すると、コン

フィギュレーション情報がアクティブ スーパーバイザ エンジンからスタンバイ スーパーバイザ エ
ンジンに同期されます。この同期化により、スタンバイ スーパーバイザ エンジン上にある既存の

スタートアップ コンフィギュレーション ファイルが上書きされます。

• 設定を変更する場合は、write コマンドを使用して、スタンバイ スーパーバイザ エンジンにスター

トアップ コンフィギュレーションを保存および同期化する必要があります。

SSO スーパーバイザ エンジンの設定の同期化

スタンバイ スーパーバイザ エンジンが SSO モードで稼働している場合は、次のイベントがトリガーと

なって設定情報の同期化が発生します。

• アクティブ スーパーバイザ エンジンがスタンバイ スーパーバイザ エンジンを検出すると、固定お

よび実行コンフィギュレーションの同期化が発生し、これにより、スタンバイ スーパーバイザ エ
ンジンが完全初期化ステートに移行できるようになります。

• リアルタイムで変更が発生すると、アクティブ スーパーバイザ エンジンは、必要に応じて、実行

コンフィギュレーションおよび（または）固定コンフィギュレーションとスタンバイ スーパーバ

イザ エンジンを同期化します。

• 設定を変更する場合、write コマンドを使用して、アクティブ スーパーバイザ エンジンがスタンバ

イ スーパーバイザ エンジンにスタートアップ コンフィギュレーションを保存および同期化できる

ようにする必要があります。
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スーパーバイザ エンジンの冗長構成に関する注意事項および
制約事項

スーパーバイザ エンジンの冗長構成に関する注意事項および制約事項は、次のとおりです。

• コンフィギュレーション ファイルの互換性の問題が原因で、アクティブ スーパーバイザ エンジン

とスタンバイ スーパーバイザ エンジン間で SSO モードを確立できない場合、Mismatched 
Command List（MCL）がアクティブ スーパーバイザ エンジンで生成され、スタンバイ スーパー

バイザ エンジンに対して、RPR モードへのリロードが強制されます。問題のある設定を削除し、

まったく同じイメージでスタンバイ スーパーバイザ エンジンを再起動した後に、SSO の確立を試

行すると、ピア イメージに互換性がないことがリストに示されているため、

C4K_REDUNDANCY-2-IOS_VERSION_CHECK_FAIL および 
ISSU-3-PEER_IMAGE_INCOMPATIBLE メッセージが表示されることがあります。設定の問題

を修正できる場合は、ピアが STANDBY COLD（RPR）ステートのときに、redundancy 
config-sync ignore mismatched-commands EXEC コマンドで、互換性のないリストからピア イ
メージをクリアできます。このアクションによって、スタンバイ スーパーバイザ エンジンは、リ

ロード時に、STANDBY HOT（SSO）ステートで起動できます。

次に、手順を示します。

ステップ 1 スタンバイ スーパーバイザ エンジンが STANDBY COLD（RPR）ステートである間に、（MCL を生成

した）問題のある設定をクリアします。

ステップ 2 アクティブなスタンバイ スーパーバイザ エンジンで redundancy config-sync ignore 
mismatched-commands EXEC コマンドを入力します。

ステップ 3 write memory を実行します。

ステップ 4 redundancy reload peer コマンドで、スタンバイ スーパーバイザ エンジンをリロードします。

• RPR および SSO は、Cisco IOS-XE Release 3.1.0SG 以降のリリースを要求します。

• SSO は、IOS-XE ソフトウェアが LAN Base モードで動作している場合は、サポートされません。

• Supervisor Engine 7-E および Supervisor Engine 7L-E の冗長構成をサポートする Catalyst 4500 シ
リーズ スイッチは、WS-C4507R-E、WS-C4510R-E、WS-C4507R+E および WS-C4510R+E だ
けです。

• SSO では、シャーシ内の両方のスーパーバイザ エンジンが同じコンポーネント（モデルおよびメ

モリ）を持っており、同じ Cisco IOS XE ソフトウェア イメージを使用している必要があります。

• RPR または SSO モードで WS-X45-SUP7-E と WS-X45-SUP7L-E を使用する場合、各スーパーバ

イザ エンジン上の 初の 2 つのアップリンクだけを使用できます。2 番目の 2 つのアップリンクは

使用できません。

• シャーシ内のアクティブおよびスタンバイ スーパーバイザ エンジンは、7 スロット シャーシでは

スロット 3 および 4、10 スロット シャーシではスロット 5 および 6 に設置されている必要があり

ます。

• シャーシの各スーパーバイザ エンジンには、スイッチを独自に動作させるために、独自のフラッ

シュ デバイスとコンソール ポート接続が備えられている必要があります。

• 各スーパーバイザ エンジンには、個別のコンソール ポート接続を行う必要があります。コンソー

ル ポートに Y 字ケーブルを接続しないでください。

• スーパーバイザ エンジンの冗長構成にはスーパーバイザ エンジンのロード バランシング機能があ

りません。
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• スイッチオーバー時にシスコ エクスプレス フォワーディング（CEF）テーブルがクリアされます。

その結果、ルーテッド トラフィックは、ルート テーブルが再コンバージェンスするまで中断され

ます。SSO 機能がスーパーバイザ エンジンの冗長スイッチオーバー時間を 30 秒以上から 1 秒以下

に削減するので、この再コンバージェンス時間は 小となります。また、スイッチが SSO 用に設

定された場合のレイヤ 3 のフェールオーバー時間も早くなります。

• スタティック IP ルートは、コンフィギュレーション ファイル内のエントリから設定されるため、

スイッチオーバー中も維持されます。

• アクティブ スーパーバイザ エンジン上で維持されているレイヤ 3 ダイナミック ステート情報は、

スタンバイ スーパーバイザ エンジンに同期されないため、スイッチオーバー時に失われます。

• SNMP 設定操作を通して冗長スイッチ上のコンフィギュレーションが変更された場合は、SSO 
モードであっても、その変更がスタンバイ スーパーバイザ エンジンに同期されません。予期しな

い動作が発生する可能性があります。

• SSO モードで SNMP によってスイッチを設定したあとで、アクティブ スーパーバイザ エンジン上

の running-config ファイルを startup-config ファイルにコピーすると、スタンバイ スーパーバイザ 
エンジン上の startup-config ファイルの同期化が発生します。新しい設定がスタンバイ スーパーバ

イザ エンジンに適用されるようにスタンバイ スーパーバイザ エンジンをリロードします。

• スタートアップ（一括）同期中は、設定を変更できません。このプロセス中に設定を変更しようと

すると、次のメッセージが生成されます。

Config mode locked out till standby initializes

• スーパーバイザ エンジンのスイッチオーバー時に設定を変更した場合、設定の変更内容は失われ

ます。

• 冗長スイッチからラインカードを取り外し、SSO スイッチオーバーを開始してから、ラインカー

ドを再度挿入すると、すべてのインターフェイスはシャットダウンされます。元のラインカードの

他の設定は、保持されます。

この状況は、ラインカードを取り外す前に、スイッチが SSO に到達した場合にだけ発生します。

スーパーバイザ エンジンの冗長構成の設定
ここでは、スーパーバイザ エンジンの冗長構成を設定する手順について説明します。

• 「冗長性の設定」（P.10-7）

• 「スタンバイ スーパーバイザ エンジンの仮想コンソール」（P.10-9）

• 「スーパーバイザ エンジンの設定の同期化」（P.10-11）

冗長性の設定

（注） IOS XE ソフトウェアは、スーパーバイザ エンジン上で使用可能なライセンスに基づく 3 つの異なるレ

ベル（Enterprise Services、IP Base、および LAN Base）で起動することができます。LAN Base モー

ドでイメージを起動している場合は、RPR 冗長モードのみが使用できます。
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冗長性を設定するには、次の作業を実行します。

次に、SSO のシステムを設定し、冗長ファシリティ情報を表示する例を示します。

Switch> enable 
Switch# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# redundancy 
Switch(config-red)# mode sso 
Switch(config-red)# end

Switch# show redundancy
Redundant System Information :

------------------------------
       Available system uptime = 10 minutes Switchovers system experienced = 0
              Standby failures = 1
        Last switchover reason = none

                 Hardware Mode = Duplex
    Configured Redundancy Mode = Stateful Switchover
     Operating Redundancy Mode = Stateful Switchover
              Maintenance Mode = Disabled
                Communications = Up

Current Processor Information :
------------------------------
               Active Location = slot 3
        Current Software state = ACTIVE
       Uptime in current state = 9 minutes
                 Image Version = Cisco IOS Software, Catalyst 4500 L3 Switch Software 
(cat4500e-UNIVERSALK9-M), Version 15.0(100)XO(1.42), INTERIM SOFTWARE Copyright (c) 
1986-2010 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Sun 01-Aug-10 04:12 by gsbuprod
        Configuration register = 0x920

Peer Processor Information :
------------------------------
              Standby Location = slot 4
        Current Software state = STANDBY HOT
       Uptime in current state = 0 minute
                 Image Version = Cisco IOS Software, Catalyst 4500 L3 Switch Software 
(cat4500e-UNIVERSALK9-M), Version 15.0(100)XO(1.42), INTERIM SOFTWARE Copyright (c) 
1986-2010 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Sun 01-Aug-10 04:12 by gsbuprod
        Configuration register = 0x920

次に、冗長ファシリティ ステート情報を表示する例を示します。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch(config)# redundancy 冗長コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config-red)# mode {sso | rpr} SSO または RPR を設定します。このコマンドを入力す

ると、スタンバイ スーパーバイザ エンジンがリロードさ

れ、SSO または RPR モードで動作を開始します。

ステップ 3 Switch# show running-config SSO または RPR が設定されていることを確認します。

ステップ 4 Switch# show redundancy 
[clients | counters | history | states]

アクティブおよびスタンバイ スーパーバイザ エンジン用

に冗長構成情報（カウンタ、ステートなど）を表示しま

す。
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Switch# show redundancy states
         my state = 13 -ACTIVE
       peer state =  8 -STANDBY HOT 
             Mode = Duplex
             Unit = Primary
          Unit ID = 3

  Redundancy Mode (Operational) = Stateful Switchover
   Redundancy Mode (Configured) = Stateful Switchover
               Redundancy State = Stateful Switchover
                   Manual Swact = enabled

   Communications = Up

     client count = 64
   client_notification_TMR = 240000 milliseconds
            keep_alive TMR = 9000 milliseconds
          keep_alive count = 1 
      keep_alive threshold = 18 
             RF debug mask = 0   

次に、システム設定を RPR モードから SSO モードに変更する例を示します。

Switch(config)# redundancy 
Switch(config-red)# mode
Switch(config-red)# mode sso
Changing to sso mode will reset the standby. Do you want to continue?[confirm]
Switch(config-red)# end
Switch#
*Aug  1 13:11:16: %C4K_REDUNDANCY-3-COMMUNICATION: Communication with the peer Supervisor 
has been lost
*Aug  1 13:11:16: %C4K_REDUNDANCY-3-SIMPLEX_MODE: The peer Supervisor has been lost

次に、システム設定を SSO モードから RPR モードに変更する例を示します。

Switch(config)# redundancy 
Switch(config-red)# mode rpr
Changing to rpr mode will reset the standby. Do you want to continue?[confirm]
Switch(config-red)# end
*Aug  1 13:11:16: %C4K_REDUNDANCY-3-COMMUNICATION: Communication with the peer Supervisor 
has been lost
*Aug  1 13:11:16: %C4K_REDUNDANCY-3-SIMPLEX_MODE: The peer Supervisor has been lost

スタンバイ スーパーバイザ エンジンの仮想コンソール

Catalyst 4500 シリーズ スイッチには、冗長性を持たせるため、2 つのスーパーバイザ エンジンを搭載

できます。スイッチに電源が入ると、スーパーバイザ エンジンの 1 つがアクティブになり、スイッチ

オーバーが発生するまでアクティブのままになります。もう 1 つのスーパーバイザ エンジンはスタン

バイ モードのままです。

スーパーバイザ エンジンのそれぞれには、自身のコンソール ポートがあります。スタンバイ スーパー

バイザ エンジンのコンソール ポート経由でだけ、スタンバイ スーパーバイザ エンジンにアクセスでき

ます。したがって、スタンバイ スーパーバイザに対するアクセス、モニタリング、またはデバッグを

行うには、スタンバイ コンソールに接続する必要があります。

スタンバイ スーパーバイザ エンジンの仮想コンソールを使用すると、スタンバイ コンソールへの物理

的な接続がなくてもアクティブ スーパーバイザ エンジンからスタンバイ コンソールにアクセスできま

す。EOBC で IPC を使用してスタンバイ スーパーバイザ エンジンと通信し、アクティブ スーパーバイ

ザ エンジン上でスタンバイ コンソールをエミュレートします。一度にアクティブにできるスタンバイ 
コンソール セッションは 1 つだけです。
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スーパーバイザ エンジンの冗長構成の設定

スタンバイ スーパーバイザ エンジンの仮想コンソールにより、アクティブ スーパーバイザ エンジンに

ログインしているユーザは、スタンバイ スーパーバイザ エンジン上で show コマンドをリモートで実

行し、アクティブ スーパーバイザ エンジンでその結果を表示できます。仮想コンソールは、アクティ

ブ スーパーバイザ エンジンからだけ利用できます。

アクティブ スーパーバイザ エンジンからアクティブ スーパーバイザ エンジンの attach module コマン

ド、session module コマンド、または remote login コマンドを使用してスタンバイ仮想コンソールに

アクセスできます。これらのコマンドを実行してスタンバイ コンソールにアクセスするには、特権 
EXEC モード（レベル 15）を開始している必要があります。

スタンバイ仮想コンソールにアクセスすると、端末プロンプトは自動的に  hostname-standby-console 
に変わります。hostname はスイッチに設定した名前です。仮想コンソールを終了すると、このプロン

プトは元の設定に戻ります。

exit コマンドまたは quit コマンドを入力すると、仮想コンソールは終了します。ログインしたアク

ティブ スーパーバイザ エンジンの端末の無活動時間が設定されたアイドル時間を超えると、アクティ

ブ スーパーバイザ エンジンの端末から自動的にログアウトします。この場合、仮想コンソール セッ

ションも終了します。また、スタンバイが再起動すると、仮想コンソール セッションも自動的に終了

します。スタンバイが起動したあとは、別の仮想コンソール セッションを作成する必要があります。

仮想コンソールを使用してスタンバイ スーパーバイザ エンジンにログインするには、次の操作を実行

します。

Switch# session module 4
Connecting to standby virtual console
Type "exit" or "quit" to end this session

Switch-standby-console# exit
Switch#

スタンバイ コンソールがイネーブルでない場合、次のメッセージが表示されます。

Switch-standby-console#
Standby console disabled.
Valid commands are: exit, logout

（注） スタンバイ仮想コンソールには、コマンド履歴、コマンド補完、コマンド ヘルプ、部分コマンド キー

ワードなど、スーパーバイザ コンソールから利用できる標準的な機能が備わっています。

次の制限事項がスタンバイ仮想コンソールに適用されます。

• 仮想コンソールで実行されたコマンドは、すべて 後まで実行されます。auto-more 機能はありま

せん。したがって、terminal length 0 コマンドの実行時と同じように機能します。また、対話形

式ではありません。したがって、アクティブ スーパーバイザ エンジン上でキー シーケンスを入力

しても、コマンドの実行を中断できません。コマンドによって大量の出力が発生した場合、仮想コ

ンソールはスーパーバイザ エンジンの画面に出力を表示します。

• 仮想コンソールは対話形式ではありません。仮想コンソールはコマンドのインタラクティブ性を検

出しないため、ユーザとの対話を必要とするコマンドが入力されると、RPC タイマーがコマンド

を中断するまで仮想コンソールは待機します。

仮想コンソール タイマーは 60 秒に設定されています。60 秒後に仮想コンソールはプロンプトに戻

ります。この間、キーボードからコマンドを中断できません。操作を続ける前に、タイマーが期限

切れになるのを待つ必要があります。

• 仮想コンソールを使用して、スタンバイ スーパーバイザ エンジン上で表示されているデバッグお

よび Syslog メッセージを表示することはできません。仮想コンソールは、仮想コンソールから実

行されたコマンドの出力だけを表示します。実際のスタンバイ コンソールで表示される別の情報

は、仮想コンソールでは表示できません。
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スーパーバイザ エンジンの冗長構成の設定

スーパーバイザ エンジンの設定の同期化

2 台のスーパーバイザ エンジンが使用する設定を手動で同期化するには、アクティブ スーパーバイザ 
エンジン上で次の作業を行います。

（注） SNMP によるアクティブ スーパーバイザ エンジンの設定変更は、冗長スーパーバイザ エンジンに同期

化されません。この場合の詳細な取り扱いについては、「スーパーバイザ エンジンの冗長構成に関する

注意事項および制約事項」（P.10-6）を参照してください。

（注） auto-sync コマンドは、config-reg、bootvar、および startup/private コンフィギュレーション ファイル

の同期化だけを制御します。カレンダーおよび VLAN データベース ファイルは、変更するたびに常に

同期化されます。SSO モードでは、running-config は常に同期化されます。

次の例では、auto-sync standard コマンドを使用してデフォルトの自動同期化機能をイネーブルに戻

して、アクティブ スーパーバイザ エンジンの startup-config および config-register コンフィギュレー

ションをスタンバイ スーパーバイザ エンジンと同期化する方法を示します。ブート変数のアップデー

トは自動的に行われるため、ディセーブルにできません。

Switch(config)# redundancy
Switch(config-red)# main-cpu
Switch(config-r-mc)# auto-sync standard
Switch(config-r-mc)# end
Switch# copy running-config startup-config

（注） 標準の自動同期対象の設定要素を個別に手動で同期化するには、デフォルトの自動同期化機能をディ

セーブルにします。

（注） auto-sync standard を設定すると、個別の同期化オプション（no auto-sync startup-config など）は無視

されます。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch(config)# redundancy 冗長コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config-red)# main-cpu main-cpu コンフィギュレーション サブモードを開始し

ます。

ステップ 3 Switch(config-r-mc)# auto-sync {startup-config | 
config-register | bootvar | standard}

設定要素を同期化します。

ステップ 4 Switch(config-r-mc)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 Switch# copy running-config startup-config Dynamic Random-Access Memory（DRAM; ダイナミッ

ク ランダム メモリ）の実行コンフィギュレーション 
ファイルを NVRAM（不揮発性 RAM）のスタートアッ

プ コンフィギュレーション ファイルに同期化します。

（注） DRAM 上の実行コンフィギュレーション ファイ

ルを同期化する場合、このステップは不要です。
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手動による切り替え

次に、デフォルトの自動同期化をディセーブルにして、アクティブ スーパーバイザ エンジンの 
config-register だけをスタンバイ スーパーバイザ エンジンに自動的に同期化し、スタートアップ コン

フィギュレーションの同期化を許可しない例を示します。

Switch(config)# redundancy
Switch(config-red)# main-cpu
Switch(config-r-mc)# no auto-sync standard
Switch(config-r-mc)# auto-sync config-register
Switch(config-r-mc)# end

手動による切り替え
ここでは、テストのため手動による切り替え（アクティブ スーパーバイザ エンジンからスタンバイ 
スーパーバイザ エンジンへ）を行う方法を説明します。ご使用の稼働環境に SSO を展開する前に、手

動で切り替えることを推奨します。

（注） これは、SSO が冗長モードとして設定されていることを前提としています。

手動で切り替えるには、アクティブ スーパーバイザ エンジンで次の作業を行います。

次の使用上の注意事項に留意してください。

• スイッチオーバーを強制します。冗長スーパーバイザ エンジンは、STANDBY HOT（SSO）ス

テートまたは STANDBY COLD（RPR）ステートにする必要があります。show redundancy コマ

ンドを使用して、ステートを確認することができます。ステートが STANDBY HOT でも 
STANDBY COLD でもない場合は、redundancy force-switchover コマンドが実行されません。

• スイッチオーバーを開始するには、reload コマンドではなく、redundancy force-switchover コ
マンドを使用します。redundancy force-switchover コマンドが、冗長スーパーバイザ エンジン

が正しいステートであるかどうかを 初に確認します。reload コマンドを発行し、ステータスが 
STANDBY HOT または STANDBY COLD ではない場合、reload コマンドは、現在のスーパーバ

イザ エンジンをリセットし、ピア スーパーバイザは、terminal ステート（STANDBY HOT または 
STANDBY COLD）でないため、引き継ぐことができない可能性があります。

通常のスイッチオーバー後に、シャーシ内のよりスロット番号の低いスーパーバイザ エンジンをアク

ティブ スーパーバイザ エンジンにすることができます。どのスロットにアクティブ スーパーバイザ エ
ンジンが含まれているかを判断し、必要に応じて別のスイッチオーバーを強制的に実行するには、

show module コマンドを使用します。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# show redundancy ピア ステートが STANDBY HOT ステートであることを

確認します。

P.6 ～ 10 の show redundancy states コマンドの例を参

照してください。

ステップ 2 Switch# redundancy force-switchover アクティブ スーパーバイザ エンジンからスタンバイ 
スーパーバイザ エンジンへのスイッチオーバーを開始し

ます。
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ソフトウェア アップグレードの実行

ソフトウェア アップグレードの実行
これは、IOS -XE ソフトウェアが LAN Base モードで動作している場合にのみ有効です。Enterprise 
Services モードまたは IP Base モードでは、ISSU を使用して RPR 冗長モードと SSO 冗長モードの両

方のソフトウェアをアップグレードします。

スーパーバイザ エンジンの冗長構成がサポートするソフトウェアのアップグレード手順によって、冗

長スーパーバイザ エンジン上の Cisco IOS ソフトウェア イメージをリロードし、そのあとでもう一度、

アクティブ スーパーバイザ エンジンにリロードできます。

ソフトウェアのアップグレードを実行するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# copy source_device:source_filename 
slot0:target_filename

または：

Switch# copy source_device:source_filename 
bootflash:target_filename 

スーパーバイザ エンジン上のブートフラッシュに、新し

い Cisco IOS-XE ソフトウェア イメージをコピーしま

す。

ステップ 2 Switch# copy source_device:source_filename 
slaveslot0:target_filename

または：

Switch# copy source_device:source_filename 
slavebootflash:target_filename 

スタンバイ スーパーバイザ エンジンのデバイス

（slavebootflash、slaveslot0 など）に、新しいイメージ

をコピーします。

ステップ 3 Switch# config terminal
Switch(config)# config-register 0x2
Switch(config)# boot system flash 
device:file_name 

新しいイメージを起動するように、スーパーバイザ エン

ジンを設定します。

システムが古いイメージを自動的に起動するよう設定さ

れている場合、次のコマンド ストリングを発行して代わ

りに新しいイメージを起動します。
no boot system flash device:old_file_name

ステップ 4 Switch(config)# redundancy 冗長コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 5 Switch(config-red)# main-cpu main-cpu コンフィギュレーション サブモードを開始し

ます。

ステップ 6 Switch(config-r-mc)# auto-syn standard 設定要素を同期化します。

ステップ 7 Switch(config-r-mc)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 8 Switch# copy running-config start-config 設定を保存します。

ステップ 9 Switch# redundancy reload peer スタンバイ スーパーバイザ エンジンをリロードして、オ

ンラインに戻します（Cisco IOS-XE ソフトウェアの新

しいリリースを使用します）。

ステップ 10 Switch# redundancy force-switchover スタンバイ スーパーバイザ エンジンへの手動スイッチ

オーバーを実施します。スタンバイ スーパーバイザ エン

ジンが、新しい Cisco IOS-XE ソフトウェア イメージを

使用する新しいアクティブ スーパーバイザ エンジンにな

ります。

以前のアクティブ スーパーバイザ エンジンが新しいイ

メージで再起動し、スタンバイ スーパーバイザ エンジン

になります。
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スタンバイ スーパーバイザ エンジン上でのブートフラッシュの操作

次に、ソフトウェア アップグレードの実行例を示します。

Switch# config terminal
Switch(config)# config-register 0x2
Switch(config)# boot system flash 
bootflash0:cat4500e-universalk9.SSA.03.01.00.150.1.XO.bin
Switch(config)# redundancy
Switch(config-red)# main-cpu
Switch(config-r-mc)# auto-syn standard
Switch(config-r-mc)# end
Switch# copy running-config start-config
Switch# redundancy reload peer
Switch# redundancy force-switchover 
Switch#

次に、アクティブ スーパーバイザ エンジン上の実行コンフィギュレーションと冗長スーパーバイザ エ
ンジンとの同期化が成功したことを確認する例を示します。

Switch# config terminal
Switch(config)# redundancy
Switch(config-red)# main-cpu
Switch(config-r-mc)# auto-sync standard
4d01h: %C4K_REDUNDANCY-5-CONFIGSYNC: The bootvar has been successfully synchronized to the 
standby supervisor
4d01h: %C4K_REDUNDANCY-5-CONFIGSYNC: The config-reg has been successfully synchronized to 
the standby supervisor
4d01h: %C4K_REDUNDANCY-5-CONFIGSYNC: The startup-config has been successfully synchronized 
to the standby supervisor
4d01h: %C4K_REDUNDANCY-5-CONFIGSYNC: The private-config has been successfully synchronized 
to the standby supervisor

上記の例では、アクティブ スーパーバイザ エンジンからのブート変数、config-register、スタートアッ

プ コンフィギュレーションが冗長スーパーバイザ エンジンに同期化したことを示します。

スタンバイ スーパーバイザ エンジン上でのブートフラッ
シュの操作

（注） スタンバイ スーパーバイザ エンジン上のコンソール ポートは使用できません。

スタンバイ スーパーバイザ エンジン ブートフラッシュを操作するには、次の 1 つまたは複数の作業を

行います。

コマンド 目的

Switch# dir slaveslot0:target_filename

または
Switch# dir slavebootflash:target_filename 

スタンバイ スーパーバイザ エンジンの slot0: デバイスの内

容を表示します。

スタンバイ スーパーバイザ エンジンの bootflash: デバイス

の内容を表示します。

Switch# delete slaveslot0:target_filename

or
Switch# delete slavebootflash:target_filename 

スタンバイ スーパーバイザ エンジンの slot0: デバイスから

特定のファイルを削除します。

スタンバイ スーパーバイザ エンジンの bootflash: デバイス

から特定のファイルを削除します。
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Switch# squeeze slaveslot0:target_filename

or
Switch# squeeze slavebootflash:target_filename 

スタンバイ スーパーバイザ エンジンの slot0: デバイスをス

クイーズします。

スタンバイ スーパーバイザ エンジンの bootflash: デバイス

をスクイーズします。

Switch# format slaveslot0:target_filename

or
Switch# format slavebootflash:target_filename 

スタンバイ スーパーバイザ エンジンの slot0: デバイスを

フォーマットします。

スタンバイ スーパーバイザ エンジンの bootflash: デバイス

をフォーマットします。

Switch# copy source_device:source_filename 
slaveslot0:target_filename

or
Switch# copy source_device:source_filename 
slavebootflash:target_filename 

アクティブ スーパーバイザ エンジンからスタンバイ スー

パーバイザ エンジンの slot0: デバイスにファイルをコピー

します。

スタンバイ スーパーバイザ エンジンの bootflash: デバイス

にファイルをコピーします。

（注） 送信元はアクティブ スーパーバイザ エンジン、また

は TFTP サーバです。

コマンド 目的
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スタンバイ スーパーバイザ エンジン上でのブートフラッシュの操作



C H A P T E R

11-1
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-25340-01-J

11
Cisco NSF/SSO スーパーバイザ エンジンの
冗長構成の設定

この章では、ステートフル スイッチオーバー（SSO）を備えた Cisco Nonstop Forwarding（NSF; ノン

ストップ フォワーディング）を使用してスーパーバイザ エンジンの冗長構成を設定する方法について

説明します。

（注） Cisco IOS Release 12.2(52)SG から、Catalyst 4500 シリーズ スイッチでは、ルーティング プロトコル 
OSPF/EIGRP/BGP での VRF-Lite NSF サポートがサポートされています。

この章で説明する内容は、次のとおりです。

• 「NSF/SSO スーパーバイザ エンジンの冗長構成について」（P.11-1）

• 「NSF/SSO スーパーバイザ エンジンの冗長構成の設定」（P.11-9）

• 「Cisco IOS XE 3.1.0SG のシスコのハイ アベイラビリティ機能」（P.11-17）

（注） この章で使用するスイッチ コマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL で『Cisco 
Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』と関連資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products//hw/switches/ps4324/index.html

『Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』に掲載されていないコマンドについては、より詳

細な Cisco IOS ライブラリを参照してください。次の URL で『Cisco IOS Command Reference』と関

連資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html

NSF/SSO スーパーバイザ エンジンの冗長構成について
ここでは、NSF/SSO を使用したスーパーバイザ エンジンの冗長構成を説明します。

• 「Cisco IOS NSF 認識および NSF 対応サポートについて」（P.11-2）

• 「NSF/SSO スーパーバイザ エンジンの冗長構成の概要」（P.11-3）

• 「SSO の動作」（P.11-4）

• 「NSF の動作」（P.11-4）

• 「シスコ エクスプレス フォワーディング」（P.11-5）

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html
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• 「ルーティング プロトコル」（P.11-5）

• 「NSF の注意事項と制約事項」（P.11-9）

Cisco IOS NSF 認識および NSF 対応サポートについて

Cisco IOS NSF には 2 つの主なコンポーネントがあります。

• NSF 認識：スーパーバイザ エンジン スイッチオーバーが発生していても NSF ルータがまだパケッ

トを転送可能なことを隣接ルータ デバイスが検出する機能を NSF 認識といいます。レイヤ 3 ルー

ティング プロトコル（OSPF、BGP、EIGRP、IS-IS）に対する Cisco IOS 拡張機能は、CEF ルー

ティング テーブルが時間切れにならないように、または NSF ルータがルートをドロップしないよ

うに、ルート フラッピングを防ぐよう設計されています。NSF 認識ルータは、ルーティング プロ

トコル情報をネイバー NSF ルータに送信します。

• NSF 機能：NSF は SSO と連動して IP パケットを転送し続けることにより、スーパーバイザ エン

ジン スイッチオーバーのあとのレイヤ 3 ネットワークを利用できない時間を 小限にします。レ

イヤ 3 ルーティング プロトコル（BGP、EIGRP、OSPFv2、IS-IS）の再コンバージェンスは、

ユーザに対してトランスペアレントであり、バックグラウンドで自動的に発生します。ルーティン

グ プロトコルはネイバー デバイスから情報を回復し、シスコ エクスプレス フォワーディング

（CEF）テーブルを再構築します。

（注） NSF では IPv6 はサポートされません。

（注） NSF 対応デバイスには、Catalyst 4500 シリーズ スイッチ、Catalyst 6500 シリーズ スイッチ、Cisco 
7500 シリーズ ルータ、Cisco 10000 シリーズ ルータ、および Cisco 12000 シリーズ ルータがありま

す。

次に、NSF および NSF 認識ルータの一般的なトポロジを示します。

図 11-1 NSF および NSF 対応スイッチのトポロジ

Si

SiSi

2 2

Catalyst 6500 NSF

Catalyst 4500
NSF 

Catalyst 4500
NSF 14

79
86



11-3
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-25340-01-J

第 11 章      Cisco NSF/SSO スーパーバイザ エンジンの冗長構成の設定

NSF/SSO スーパーバイザ エンジンの冗長構成について

表 11-1 に、NSF 認識をサポートするスーパーバイザ エンジンおよび Catalyst 4500 シリーズ スイッチ

を示します。

Cisco IOS Release 12.2(20)EWA 以降、Catalyst 4500 シリーズ スイッチでは、EIGRP、IS-IS、OSPF、
および BGP プロトコルに対する NSF 認識がサポートされています。Cisco IOS Release 12.2(31)SG 以
降、Catalyst 4500 シリーズ スイッチでは IP Base イメージの EIGRP スタブの NSF 認識がすべての

スーパーバイザ エンジンに対してサポートされています。NSF 認識は、EIGRP スタブ、EIGRP、
IS-IS、および OSPF プロトコルに対してはデフォルトでオンになります。手動で BGP をオンにする必

要があります。

スーパーバイザ エンジンが BGP（graceful-restart コマンドを使用）、EIGRP、OSPF、または IS-IS 
ルーティング プロトコル用に設定された場合、ルーティング アップデートは、近接 NSF 対応スイッチ

（一般的に Catalyst 6500 シリーズ スイッチ）のスーパーバイザ エンジンのスイッチオーバー中に自動

的に送信されます。

Cisco IOS Release 12.2(31)SG から、Catalyst 4500 シリーズ スイッチでは NSF 機能がサポートされて

います。表 11-2 に、NSF 対応のスーパーバイザ エンジンおよび関連する Catalyst 4500 シリーズ ス
イッチを示します。

NSF/SSO スーパーバイザ エンジンの冗長構成の概要

Catalyst 4500 シリーズ スイッチは、プライマリ スーパーバイザ エンジンが故障した場合に冗長スー

パーバイザ エンジンが処理を引き継ぐようにすることによって、耐障害性を強化できます。NSF は、

SSO と連動して、スイッチオーバー後にユーザがネットワークを使用できない時間を 小限に抑えま

す。

NSF には次の利点があります。

• ネットワークのアベイラビリティの向上。

NSF は、ユーザのセッション情報がスイッチオーバー後も維持されるように、ネットワーク トラ

フィックとアプリケーションのステート情報を転送し続けます。

• ネットワーク全体の安定性。

ネットワークの安定性は、ネットワーク内のルータで障害が発生してルーティング テーブルが消

失したときに生成されるルート フラップ数を減らすことで改善できます。

• 隣接ルータはリンク フラップを検出しない。

スイッチオーバー中もインターフェイスはアップのままなので、隣接ルータはリンク フラップを

検出しません（リンクがダウン後にアップに戻るということがありません）。

表 11-1 NSF 認識スーパーバイザ エンジン

NSF 認識スーパーバイザ エンジン サポート対象スイッチ

固定スイッチ（WS-C4948） Catalyst 4948

固定スイッチ（WS-C4948-10GE） Catalyst 4948-10GE スイッチ

表 11-2 NSF 対応スーパーバイザ エンジン

NSF 対応スーパーバイザ エンジン サポート対象スイッチ

Supervisor Engine 6-E（WS-X45-Sup6-E）
Supervisor Engine 6L-E (WS-X45-Sup6L-E)

Catalyst 4500 E シリーズ スイッチ

Supervisor Engine 7-E（WS-X45-SUP7-E）およ

び Supervisor Engine 7L-E（WS-X45-SUP7L-E）
WS-C4507R-E、WS-C4510R-E、
WS-C4507R+E、WS-C4510R+E
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• ルーティング フラップの回避。

SSO がスイッチオーバー時にネットワーク トラフィックを転送し続けるので、ルーティング フ
ラップが回避されます。

• スイッチオーバーの前に確立したユーザ セッションの維持

Catalyst 4500 シリーズ スイッチは、Route Processor Redundancy（RPR）もサポートします。これら

の冗長モードの詳細については、第 9 章「Supervisor Engine 6-E および Supervisor Engine 6L-E で 
RPR および SSO を使用したスーパーバイザ エンジンの冗長構成の設定」を参照してください。

SSO の動作

SSO はスーパーバイザ エンジンの 1 つをアクティブとして確立し、もう一方のスーパーバイザ エンジ

ンをスタンバイとしたあと、これらの 2 つのスーパーバイザ エンジンの間で情報を同期します。アク

ティブ スーパーバイザ エンジンに障害が発生したとき、アクティブ スーパーバイザ エンジンがスイッ

チから削除されたとき、またはメンテナンスのために手動で停止されたときに、アクティブ スーパー

バイザ エンジンから冗長スーパーバイザ エンジンへのスイッチオーバーが発生します。

SSO を実行しているネットワーキング デバイスでは、アクティブ スーパーバイザ エンジンが故障した

あとに冗長スーパーバイザ エンジンがいつでも制御を行えるように、両方のスーパーバイザ エンジン

が同じ Cisco IOS ソフトウェア バージョンと ROMmon バージョンで動作している必要があります。ま

た、SSO スイッチオーバーは FIB と隣接エントリを保護し、スイッチオーバーのあとにレイヤ 3 トラ

フィックを転送できます。設定情報およびデータ構造は、起動時やアクティブ スーパーバイザ エンジ

ンの設定が変更されたときに、アクティブ スーパーバイザ エンジンから冗長スーパーバイザ エンジン

に同期するようになっています。2 つのスーパーバイザ エンジン間の初期同期後に、SSO は転送情報

などの両者間のステート情報を維持します。

スイッチオーバー中、システム制御およびルーティング プロトコルの実行はアクティブ スーパーバイ

ザ エンジンから冗長スーパーバイザ エンジンに転送されます。

（注） [no] service slave-log コンフィギュレーション コマンドを使用して、すべてのエラー メッセージをス

タンバイ スーパーバイザ エンジンからアクティブ エンジンに転送します。デフォルトでは、この機能

はイネーブルに設定されています。詳細については、『Catalyst 4500 Series Switch Cisco IOS System 
Error Message Guide, Release 12.2(37)SG』を参照してください。

NSF の動作

NSF は、常に SSO とともに実行され、レイヤ 3 トラフィックの冗長機能を提供します。NSF は、ルー

ティングについては BGP、OSPF、IS-IS、EIGRP ルーティング プロトコルで、転送についてはシスコ 
エクスプレス フォワーディング（CEF）でサポートされています。ルーティング プロトコルが NSF 対
応および NSF 認識で機能拡張されています。これは、これらのプロトコルを実行するルータが、ス

イッチオーバーを検出し、ネットワーク トラフィックを継続してフォワーディングするのに必要なア

クションを実行して、ピア デバイスからルート情報を回復できることを意味しています。ピア デバイ

スから受信した情報の代わりに、アクティブ スーパーバイザ エンジンと冗長スーパーバイザ エンジン

間で同期されているステート情報を使用して、スイッチオーバー以降のルート情報を回復するよう 
IS-IS プロトコルを設定できます。

ネットワーキング デバイスが NSF 対応ソフトウェアを実行している場合、このデバイスは NSF 対応

です。NSF をサポートするようにデバイスを設定した場合にデバイスは NSF 対応になります。NSF 認
識ネイバーまたは NSF 対応ネイバーからルーティング情報を再構築します。
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各プロトコルは、ルーティング プロトコルが Routing Information Base（RIB）テーブルを再構築する

間に、スイッチオーバー中にパケットを転送し続ける CEF に依存します。ルーティング プロトコルが

収束したあと、CEF は FIB テーブルをアップデートし、使用されなくなったルート エントリを削除し

ます。その後、CEF は新しい FIB 情報でラインカードをアップデートします。

シスコ エクスプレス フォワーディング

NSF の重要な要素はパケット転送です。シスコのネットワーキング デバイスでは、パケット転送はシ

スコ エクスプレス フォワーディング（CEF）で提供されます。CEF は FIB を維持し、スイッチオー

バー時に 新だった FIB 情報を使用して、スイッチオーバー中のパケット転送を続行します。この機

能により、スイッチオーバー中のトラフィックの中断が減少します。

通常の NSF 動作中、アクティブ スーパーバイザ エンジンの CEF は現在の FIB および隣接データベー

スを、冗長スーパーバイザ エンジンの FIB および隣接データベースと同期させます。アクティブ スー

パーバイザ エンジンのスイッチオーバーが発生すると、冗長スーパーバイザ エンジンは 初に、アク

ティブ スーパーバイザ エンジンに存在したミラー イメージである FIB および隣接データベースを持ち

ます。転送エンジンが存在するプラットフォームでは、アクティブ スーパーバイザ エンジンの CEF に
よって送信される変更を使用して、CEF が冗長スーパーバイザ エンジンの転送エンジンを 新の状態

に保ちます。転送エンジンは、インターフェイスおよびデータ パスが使用可能になりしだい、スイッ

チオーバー後も転送を継続できます。

ルーティング プロトコルがプレフィックス単位で RIB を再び読み込み始めるため、CEF に対してプレ

フィックス単位のアップデートが行われます。CEF はこれを使用して FIB と隣接データベースを更新

します。既存エントリと新規エントリは新しいバージョン（「エポック」）番号を受信します。これは、

それらが 新であることを示します。転送エンジンでは、コンバージェンス中に転送情報が更新されま

す。RIB が収束されると、スーパーバイザ エンジンは信号を出します。ソフトウェアは、現在のス

イッチオーバー エポックよりも前のエポックを持つ FIB および隣接エントリをすべて削除します。こ

れで、FIB は、 新のルーティング プロトコル転送情報を表示するようになります。

ルーティング プロトコル

（注） Catalyst 4500 シリーズ スイッチでは、ルーティング プロトコルを使用するのに、Enterprise Services 
Cisco IOS ソフトウェア イメージが必要です。

ルーティング プロトコルは、アクティブ スーパーバイザ エンジン上でのみ動作し、隣接ルータから

ルーティング アップデートを受信します。ルーティング プロトコルは、スタンバイ スーパーバイザ エ
ンジンでは実行されません。スイッチオーバー後に、ルーティング プロトコルは、ルーティング テー

ブルの再構築に役立てるために、NSF を認識する隣接デバイスに、ステート情報を送信するように要

求します。また、この代わりに、ネイバー デバイスが NSF を認識しないような環境にある NSF 対応

デバイスのルーティング テーブルの再構築に役立つように、ステート情報をアクティブ スーパーバイ

ザ エンジンから冗長スーパーバイザ エンジンと同期させるように、IS-IS プロトコルを設定できます。

NSF は BGP、OSPF、IS-IS、および EIGRP プロトコルをサポートしています。

（注） NSF 動作で、ルーティング プロトコルは、ルーティング情報を再構築している間、CEF に依存してパ

ケット転送を継続します。
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BGP の動作

NSF 対応ルータは、BGP ピアと BGP セッションを開始すると、OPEN メッセージをピアに送信しま

す。メッセージには、NSF 対応デバイスに「グレースフル」リスタート機能があることを示す記述が

含まれています。グレースフル リスタートとは、スイッチオーバー後に BGP ルーティング ピアでルー

ティング フラップが発生しないようにするためのメカニズムです。BGP ピアがこの機能を受信した場

合、メッセージを送信するデバイスが NSF 対応であることを認識しています。NSF 対応ルータと BGP 
ピアの両方が、セッションの確立時に OPEN メッセージでグレースフル リスタート機能を交換する必

要があります。両方のピアがグレースフル リスタート機能を示すステートメントを交換しない場合、

このセッションでグレースフル リスタートは行われません。

スーパーバイザ エンジンのスイッチオーバー中に BGP セッションが中断された場合、NSF 認識 BGP 
ピアは、NSF 対応ルータに関連付けられたすべてのルートすべてを失効としてマーキングします。た

だし、所定の時間内は、引き続きこれらのルートを転送の決定に使用します。この機能は、新しいアク

ティブ スーパーバイザ エンジンが BGP ピアでルーティング情報のコンバージェンスを待っている間

に、パケットが失われないようにします。

スーパーバイザ エンジンのスイッチオーバーが発生したあと、NSF 対応ルータは BGP ピアとのセッ

ションを再確立します。新しいセッションの確立中に、NSF 対応ルータが再起動したことを識別する、

新しいグレースフル リスタート メッセージを送信します。

この時点で、ルーティング情報が 2 つの BGP ピアの間で交換されます。この交換が完了すると、NSF 
対応デバイスは、ルーティング情報を使用して RIB および FIB を新しい転送情報で更新します。NSF 
認識デバイスは、ネットワーク情報を使用して、失効ルートを BGP テーブルから削除します。その

後、BGP プロトコルが完全に収束されます。

BGP ピアがグレースフル リスタート機能をサポートしていない場合、OPEN メッセージ内のグレース

フル リスタート機能は無視されますが、NSF 対応デバイスとの BGP セッションは確立します。この機

能により、NSF 非認識（つまり NSF 機能のない）BGP ピアとの相互運用が可能になりますが、NSF 
非認識 BGP ピアとの BGP セッションではグレースフル リスタートは使用できません。

（注） NSF の BGP サポートでは、ネイバー ネットワーキング デバイスが NSF 認識である必要があります。

つまり、デバイスにはグレースフル リスタート機能があり、セッション確立中に OPEN メッセージ内

でこの機能をアドバタイズする必要があります。NSF 対応ルータが特定の BGP ネイバーにグレースフ

ル リスタート機能がないことを検出すると、NSF 対応セッションをそのネイバーと確立しません。グ

レースフル リスタート機能のある他のすべてのネイバーは、この NSF 対応ネットワーキング デバイス

と NSF 対応セッションを継続します。

OSPF の動作

OSPF NSF 対応ルータがスーパーバイザ エンジンのスイッチオーバーを実行する場合、リンク ステー

ト データベースを OSPF ネイバーと再同期するために、次の作業を行う必要があります。

• ネイバー関係をリセットせずに、ネットワーク上の使用可能な OSPF ネイバーを再学習します。

• ネットワークに関するリンク ステート データベースの内容を再度取得します。

スーパーバイザ エンジン スイッチオーバーのあと、NSF 対応ルータはできるだけ迅速に OSPF NSF 信
号をネイバー NSF 認識デバイスに送信します。ネイバー ネットワーキング デバイスは、この信号をこ

のルータとのネイバー関係をリセットされるべきでないことを示すインジケータとして認識します。

NSF 対応ルータは、ネットワーク内の他のルータから信号を受信すると、ネイバー リストを再構築で

きます。
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ネイバー関係が再構築されると、NSF 対応ルータはすべての NSF 認識ネイバーとデータベースの再同

期を開始します。この時点で、ルーティング情報が OSPF ネイバーの間で交換されます。この交換が

完了すると、NSF 対応デバイスは、ルーティング情報を使用して、失効ルートを削除し、RIB を更新

して、FIB を新しい転送情報で更新します。その後、OSPF プロトコルが完全に収束されます。

（注） OSPF NSF では、すべてのネイバー ネットワーキング デバイスが NSF を認識する必要があります。

NSF 対応ルータが特定のネットワーク セグメントで NSF 非認識ネイバーを検出すると、そのセグメン

トで NSF 機能をディセーブルにします。NSF 対応または NSF 認識ルータで完全に構成された他の

ネットワーク セグメントに対しては、継続して NSF 機能を提供します。

IS-IS の動作

IS-IS NSF 対応ルータがスーパーバイザ エンジンのスイッチオーバーを実行する場合、リンク ステー

ト データベースを IS-IS ネイバーと再同期するために、次の作業を行う必要があります。

• ネイバー関係をリセットせずに、ネットワーク上の使用可能な IS-IS ネイバーを再学習します。

• ネットワークに関するリンク ステート データベースの内容を再度取得します。

NSF を設定する場合、IS-IS NSF 機能には次の 2 つのオプションがあります。

• Internet Engineering Task Force（IETF; インターネット技術特別調査委員会）IS-IS

• Cisco IS-IS

あるネットワーク セグメントの隣接ルータがルータの再起動に関する IETF インターネット ドラフト

をサポートするソフトウェア バージョンを実行している場合、再起動する IETF NSF ルータを支援し

ます。IETF を使用すると、スイッチオーバー後のルーティング情報の再構築に役立つ隣接関係および

リンク ステート情報を提供します。IETF IS-IS 設定の利点は、提案された標準に基づいたピア デバイ

スの間の動作です。

（注） ネットワーキング デバイスで IETF を設定したにもかかわらず、隣接ルータが IETF と互換性がない場

合、スイッチオーバー後に NSF が打ち切られます。

あるネットワーク セグメントの隣接ルータが NSF を認識しない場合、シスコの設定オプションを使用

する必要があります。Cisco IS-IS 設定は、プロトコル隣接関係情報とリンク ステート情報の両方をア

クティブ スーパーバイザ エンジンから冗長スーパーバイザ エンジンに転送します。シスコの設定の利

点は、NSF 認識ネイバーに依存しないことです。

IETF IS-IS 設定

スーパーバイザ エンジン スイッチオーバーのあと、NSF 対応ルータはできるだけ迅速に IETF IS-IS 設
定を使用して、IS-IS NSF 再起動要求をネイバー NSF 認識デバイスに送信します。隣接ネットワーキ

ング デバイスは、この再起動要求をこのルータとのネイバー関係がリセットされるべきでないが、再

起動ルータとの間でデータベースの再同期を開始すべきであることを示すインジケータとして認識しま

す。再起動ルータは、ネットワーク内の他のルータから信号を受信すると、ネイバー リストを再構築

できます。

この交換が完了すると、NSF 対応デバイスは、リンクステート情報を使用して、失効ルートを削除し、

RIB を更新し、FIB を新しい転送情報で更新します。その後、IS-IS が完全に収束されます。

あるスーパーバイザ エンジンから別のスーパーバイザ エンジンへのスイッチオーバーは、数秒以内に

発生します。IS-IS はルーティング テーブルを再構築し、数秒以内にネットワークと同期します。この

時点で、IS-IS は次の NSF 再起動を試行する前に特定の期間待機します。この期間に、新しい冗長スー

パーバイザ エンジンが起動してアクティブ スーパーバイザ エンジンとの設定を同期します。IS-IS 
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NSF 動作は、IS-IS NSF の再起動を試行する前に接続を安定させるために、指定されたインターバルが

終了するまで待機します。この機能により、IS-IS がバックツーバック NSF 再起動を試行しないように

します。

Cisco IS-IS の設定

Cisco コンフィギュレーション オプションを使用すると、すべての隣接および LSP 情報が保存される

か、冗長スーパーバイザ エンジンにチェックポイントとして設定されます。スイッチオーバーのあと、

新しいアクティブ スーパーバイザ エンジンは、チェックポイント済みのデータを使用して、隣接関係

を維持し、ルーティング テーブルを迅速に再構築できます。

（注） スイッチオーバーのあと、Cisco IS-IS NSF には完全なネイバー隣接情および LSP 情報が含まれます。

ただし、スイッチオーバーの前に隣接していたすべてのインターフェイスがオンラインになるまで待機

する必要があります。割り当てられたインターフェイス待機時間内にインターフェイスがオンラインに

ならない場合、これらのネイバー デバイスから学習したルートは、ルーティング テーブルの再計算で

考慮されません。IS-IS NSF には、何らかの理由で時間内にオンライン状態にならないインターフェイ

スに対して、待機時間を延長するコマンドがあります。

あるスーパーバイザ エンジンから別のスーパーバイザ エンジンへのスイッチオーバーは、数秒以内に

発生します。IS-IS はルーティング テーブルを再構築し、数秒以内にネットワークと同期します。この

時点で、IS-IS は次の NSF 再起動を試行する前に特定の期間待機します。この期間に、新しい冗長スー

パーバイザ エンジンが起動してアクティブ スーパーバイザ エンジンとの設定を同期します。この同期

が完了したあと、IS-IS 隣接関係および LSP データは検査され、冗長スーパーバイザ エンジンに保存

されます。ただし、新しい NSF 再起動は、待機期間が経過しないと IS-IS で試行されません。この機

能により、IS-IS がバックツーバック NSF 再起動を試行しないようにします。

EIGRP の動作

EIGRP NSF 対応ルータが NSF 再起動後に 初に再起動したときには、ネイバーはなくトポロジ テー

ブルは空です。ルータは、インターフェイスを確立してネイバーを再取得し、トポロジとルーティング 
テーブルを再構築する必要があるときに、冗長（現在はアクティブ）スーパーバイザ エンジンから通

知を受けます。再起動ルータおよびピアは、再起動ルータへのデータ トラフィック転送を中断するこ

となく、これらの作業を実行する必要があります。EIGRP ピア ルータは再起動ルータから学習した

ルートを維持し、NSF 再起動プロセスを介してトラフィックを転送し続けます。

ネイバーによって隣接関係がリセットされないように、再起動するルータは再起動を示すために 
EIGRP パケット ヘッダーの新しい再起動（RS）ビットを使用します。RS ビットは、NSF 再起動中に 
hello パケットと初期 INIT アップデート パケットに設定されます。hello パケットの RS ビットにより、

ネイバーに迅速に NSF 再起動を通知できます。RS ビットを参照しない場合、ネイバーは、INIT アッ

プデートの受信、または Hello ホールド タイマーの期限切れによってリセットされた隣接関係を検出

します。RS ビットを使用しない場合、ネイバーは、リセットされた隣接関係を NSF または通常の起動

方法を使用して処理する必要があるかどうかを認識できません。

hello パケットまたは INIT パケットを受信することでネイバーが再起動の知らせを受信すると、ピア 
リスト内で再起動したピアを見つけ、再起動しているルータとの隣接関係を維持します。その後、ネイ

バーは、NSF 認識であり、再起動ルータに役立つことを示す 初のアップデート パケットに設定され

た RS ビットのある再起動ルータにトポロジー テーブルを送信します。ネイバーは、NSF 再起動ネイ

バーでもない場合、Hello パケットに RS ビットを設定しません。

（注） ルータが NSF を認識できていても、コールド スタートで起動されたために NSF 再起動ネイバーを支

援しない場合もあります。
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少なくとも 1 つのピア ルータが NSF 認識である場合、再起動ルータはアップデートを受信してから

データベースを再構築します。その後、再起動ルータは、ルーティング情報ベース（RIB）に通知でき

るように収束したかどうかを認識する必要があります。各 NSF 認識ルータは、End of Table（EOT）
内容を表示するために、 新アップデート パケットの EOT マーカーを送信する必要があります。再起

動ルータは EOT マーカーを受信すると、収束したことを認識します。その後、再起動ルータはアップ

デートの送信を開始できます。

NSF 認識ピアは、再起動ルータから EOT 表示を受信したときに再起動ルータが収束した時間を認識し

ます。その後、ピアはトポロジー テーブルをスキャンして、送信元として再起動されたネイバーを持

つルートを検索します。ピアは、ルート タイムスタンプと再起動イベント タイムスタンプを比較し、

ルートがまだ利用できるかどうかを判断します。その後、ピアは、アクティブになり、再起動したルー

タを介して利用できなくなったルート用に代替パスを検索します。

再起動ルータがすべての EOT 表示をネイバーから受信した場合、または NSF 収束タイマーが満了した

場合、EIGRP は RIB にコンバージェンスを通知します。EIGRP は RIB コンバージェンス信号を待っ

てから、トポロジー テーブルを待機中の NSF 認識ピアすべてにフラッディングします。

NSF の注意事項と制約事項

NSF/SSO には次のような制約事項があります。

• アグレッシブ プロトコル タイマー（デフォルトがタイマー値を超える場合など）を使用すると、

スイッチオーバー時に、新しいアクティブ スーパーバイザ エンジン上で実行しているプロトコル 
ソフトウェアは、近接スイッチまたはルータに「hello」パケットを送信するために、時間内に初

期化されないことがあります。他の CPU 使用率が高いタスクが原因で、プロトコルの初期化に比

較的長い時間がかかる場合、プロトコルでは、状態遷移が発生し、秒単位のトラフィックの損失が

生じます。SSO/NSF とともにアグレッシブ タイマーを設定しないことを推奨します。

• NSF 動作の場合、SSO をデバイス上に設定する必要があります。

• NSF/SSO は、IP バージョン 4 トラフィックおよびプロトコルのみをサポートします。IPv6 トラ

フィックはサポートしていません。

• 仮想ルータ冗長プロトコル（VRRP）は SSO を認識しないので、通常の動作中にアクティブ スー

パーバイザ エンジンとスタンバイ スーパーバイザ エンジン間でステート情報が維持されません。

VRRP および SSO は共存できますが、それぞれの機能は独立して動作します。VRRP に依存して

いるトラフィックは、スーパーバイザ エンジンのスイッチオーバー時に VRRP スタンバイに切り

替わる場合があります。

• BGP NSF に参加するすべてのネイバー デバイスは NSF 対応で、BGP グレースフル リスタート用

に設定されている必要があります。

• 仮想リンクの OSPF NSF はサポートされていません。

• 同じネットワーク セグメント上のすべての OSPF ネットワーキング デバイスは、NSF 認識（NSF 
ソフトウェア イメージを実行）である必要があります。

• IETF IS-IS の場合、ネイバー デバイスはすべて NSF 認識ソフトウェア イメージを実行する必要が

あります。

NSF/SSO スーパーバイザ エンジンの冗長構成の設定
ここでは、NSF 機能の設定作業について説明します。

• 「SSO の設定」（P.11-10） 

• 「CEF NSF の設定」（P.11-11）
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• 「CEF NSF の確認」（P.11-11）

• 「BGP NSF の設定」（P.11-11） 

• 「BGP NSF の確認」（P.11-12）

• 「OSPF NSF の設定」（P.11-13）

• 「OSPF NSF の確認」（P.11-13）

• 「IS-IS NSF の設定」（P.11-14）

• 「IS-IS NSF の確認」（P.11-15）

• 「EIGRP NSF の設定」（P.11-16）

• 「EIGRP NSF の確認」（P.11-16）

SSO の設定

あらゆるプロトコルをサポートする NSF を使用するには、SSO を設定する必要があります。

SSO を設定するには、次の作業を行います。

（注） sso キーワードは、Cisco IOS Release 12.2(20)EWA 以降のリリースでサポートされています。

次に、SSO のシステムを設定し、冗長状態を表示する例を示します。

Switch> enable 
Switch# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)# redundancy 
Switch(config-red)# mode sso 
Switch(config-red)# end 
Switch# show redundancy states 
my state = 13 -ACTIVE
     peer state = 8  -STANDBY HOT
           Mode = Duplex
           Unit = Primary
        Unit ID = 5

Redundancy Mode (Operational) = sso
Redundancy Mode (Configured)  = sso
     Split Mode = Disabled
   Manual Swact = Enabled
 Communications = Up

   client count = 29

コマンド 目的

ステップ 1 Switch(config)# redundancy 冗長コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config-red)# mode sso SSO を設定します。このコマンドを入力すると、冗長

スーパーバイザ エンジンがリロードされ、SSO モードで

動作を開始します。

ステップ 3 Switch(config-red)# end EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 Switch# show running-config SSO がイネーブルになっていることを確認します。

ステップ 5 Switch# show redundancy states 動作中の冗長モードを表示します。
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 client_notification_TMR = 30000 milliseconds
          keep_alive TMR = 9000 milliseconds
        keep_alive count = 1
    keep_alive threshold = 18
           RF debug mask = 0x0
Switch#

CEF NSF の設定

ネットワーキング デバイスが SSO モードで動作している間、CEF NSF 機能はデフォルトで動作しま

す。設定は不要です。

CEF NSF の確認

CEF が NSF 対応であることを確認するには、show cef state コマンドを入力します。

Switch# show cef state

CEF Status [RP]
CEF enabled/running
dCEF enabled/running
CEF switching enabled/running
CEF default capabilities:
Always FIB switching:      yes
Default CEF switching:     yes
Default dCEF switching:    yes
Update HWIDB counters:     no
Drop multicast packets:    no
.
.
.
CEF NSF capable:           yes
IPC delayed func on SSO:   no
RRP state:   
I am standby RRP:          no
My logical slot:           0
RF PeerComm:               no

BGP NSF の設定

（注） BGP NSF に参加するすべてのピア デバイス上では、BGP グレースフル リスタートを設定する必要が

あります。

BGP で NSF を設定するには、次の作業を行います（各 BGP NSF ピア デバイスでこの手順を繰り返し

ます）。
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BGP NSF の確認

BGP の NSF を確認するには、BGP のグレースフル リスタートが SSO 対応ネットワーキング デバイ

スとネイバー デバイスに設定されているかどうかを確認する必要があります。確認するには、次の手

順を実行します。

ステップ 1 show running-config コマンドを入力して、「bgp graceful-restart」が SSO 対応スイッチの BGP 設定に

表示されていることを確認します。

Switch# show running-config

.

.

.
router bgp 120
.
.
.
bgp graceful-restart
 neighbor 10.2.2.2 remote-as 300
.
.
.

ステップ 2 各 BGP ネイバーでステップ 1 を繰り返します。

ステップ 3 SSO デバイスおよびネイバー デバイスで、グレースフル リスタート機能がアドバタイズおよび受信さ

れたことを示していることを確認し、グレースフル リスタート機能を備えたアドレス ファミリである

ことを確認します。アドレス ファミリが表示されていない場合、BGP NSF も発生しません。

Switch# show ip bgp neighbors x.x.x.x

BGP neighbor is 192.168.2.2,  remote AS YY, external link
  BGP version 4, remote router ID 192.168.2.2
  BGP state = Established, up for 00:01:18
  Last read 00:00:17, hold time is 180, keepalive interval is 60 seconds
  Neighbor capabilities:
    Route refresh:advertised and received(new)
    Address family IPv4 Unicast:advertised and received
    Address famiiy IPv4 Multicast:advertised and received
    Graceful Restart Capabilty:advertised and received

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始

します。

ステップ 2 Switch(config)# router bgp as-number BGP ルーティング プロセスをイネーブルにして、

スイッチをスイッチ コンフィギュレーション モー

ドにします。

ステップ 3 Switch(config-router)# bgp graceful-restart BGP グレースフル リスタート機能をイネーブルに

し、BGP NSF を開始します。

BGP セッションが確立されたあとでこのコマンド

を入力した場合、BGP ネイバーと交換する機能の

セッションを再開する必要があります。

再起動スイッチとすべてのピアでこのコマンドを

入力します。



11-13
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-25340-01-J

第 11 章      Cisco NSF/SSO スーパーバイザ エンジンの冗長構成の設定

NSF/SSO スーパーバイザ エンジンの冗長構成の設定

      Remote Restart timer is 120 seconds
      Address families preserved by peer:
        IPv4 Unicast, IPv4 Multicast
  Received 1539 messages, 0 notifications, 0 in queue
  Sent 1544 messages, 0 notifications, 0 in queue
  Default minimum time between advertisement runs is 30 seconds

OSPF NSF の設定

（注） OSPF NSF に参加しているすべてのピア デバイスは OSPF NSF を認識できるようにする必要がありま

す。NSF ソフトウェア イメージをデバイスにインストールすれば自動的に認識するようになります。

OSPF NSF を設定するには、次の作業を行います。

OSPF NSF の確認

OSPF NSF を確認するには、NSF 機能が SSO 対応ネットワーキング デバイス上で設定されていること

を確認する必要があります。OSPF NSF を確認するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 show running-config コマンドを入力して、「nsf」が SSO 対応デバイスの OSPF コンフィギュレー

ションに表示されていることを確認します。

Switch# show running-config

route ospf 120
log-adjacency-changes
nsf
network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.30.0 0.0.0.255 area 1 
network 192.168.40.0 0.0.0.255 area 2 
.
.
.

ステップ 2 NSF がデバイス上でイネーブルであることを確認するには、show ip ospf コマンドを入力します。

Switch> show ip ospf

Routing Process "ospf 1" with ID 192.168.2.1 and Domain ID 0.0.0.1
Supports only single TOS(TOS0) routes
Supports opaque LSA
SPF schedule delay 5 secs, Hold time between two SPFs 10 secs

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始

します。

ステップ 2 Switch(config)# router ospf processID OSPF ルーティング プロセスをイネーブルにして、

スイッチをルータ コンフィギュレーション モード

にします。

ステップ 3 Switch(config-router)# nsf OSPF の NSF 動作をイネーブルにします。
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Minimum LSA interval 5 secs. Minimum LSA arrival 1 secs
Number of external LSA 0. Checksum Sum 0x0 
Number of opaque AS LSA 0. Checksum Sum 0x0
Number of DCbitless external and opaque AS LSA 0
Number of DoNotAge external and opaque AS LSA 0
Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
External flood list length 0
Non-Stop Forwarding enabled, last NSF restart 00:02:06 ago (took 44 secs)
Area BACKBONE(0)
Number of interfaces in this area is 1 (0 loopback)
 Area has no authentication
 SPF algorithm executed 3 times

IS-IS NSF の設定 
IS-IS NSF を設定する手順は、次のとおりです。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始

します。

ステップ 2 Switch(config)# router isis [tag] IS-IS ルーティング プロセスをイネーブルして、

スイッチをルータ コンフィギュレーション モード

にします。

ステップ 3 Switch(config-router)# nsf [cisco | ietf] IS-IS の NSF 動作をイネーブルにします。

IETF ドラフトベースの再起動をサポートするネッ

トワーキング デバイスとの隣接関係が保証される

同種ネットワークで IS-IS をイネーブルにするに

は、ietf キーワードを入力します。

NSF 認識ネットワーキング デバイスとの隣接関係

がない同種ネットワークで IS-IS を実行するには、

cisco キーワードを入力します。

ステップ 4 Switch(config-router)# nsf interval [minutes] （任意）NSF 再起動の試行間隔の 小時間を指定

します。連続した NSF 再起動試行間のデフォルト

時間は、5 分です。

ステップ 5 Switch(config-router)# nsf t3 {manual [seconds] | 
adjacency}

（任意）IS-IS 自身のリンク ステート情報の生成が

過負荷になり、その情報がネイバーにフラッディ

ングする前に、IS-IS が IS-IS データベースの同期

を待機する時間を指定します。

IETF 動作を選択した場合に限り、t3 キーワード

が適用されます。adjacency を指定した場合、再

起動しているスイッチは隣接デバイスから待機時

間を取得します。

ステップ 6 Switch(config-router)# nsf interface wait seconds （任意）再起動が完了する前に、IS-IS 隣接関係が

あるインターフェイスがすべて立ち上がるまで、

IS-IS NSF の再起動を待機する時間を指定します。

デフォルトは 10 秒です。
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IS-IS NSF の確認

IS-IS NSF を確認するには、NSF 機能が SSO 対応ネットワーキング デバイス上で設定されていること

を確認する必要があります。IS-IS NSF を確認するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 コマンド  show running-config を入力して、「nsf」が SSO 対応デバイスの IS-IS 設定に表示されてい

ることを確認します。Cisco IS-IS または IETF IS-IS 設定のいずれかが表示されます。次の例は、デバ

イスが IS-IS NSF シスコの実装による IS-IS NSF を使用していることを示します。

Switch# show running-config
<...Output Truncated...>
router isis 
nsf cisco
<...Output Truncated...>

ステップ 2 NSF 設定が cisco に設定されている場合、NSF がデバイス上でイネーブルであることを確認するには、

show isis nsf コマンドを入力します。シスコの設定を使用すると、表示出力はアクティブ RP と冗長 
RP で異なります。次の表示は、アクティブ RP 上の Cisco 設定の出力例です。この例では、「NSF 
restart enabled」があることに注意してください。

Switch# show isis nsf 

NSF is ENABLED, mode 'cisco'

RP is ACTIVE, standby ready, bulk sync complete
NSF interval timer expired (NSF restart enabled)
Checkpointing enabled, no errors
Local state:ACTIVE,  Peer state:STANDBY HOT,  Mode:SSO

次の表示は、スタンバイ RP 上の Cisco 設定の出力例です。この例では、「NSF restart enabled」がある

ことに注意してください。

Switch# show isis nsf 

NSF enabled, mode 'cisco'
RP is STANDBY, chkpt msg receive count:ADJ 2, LSP 7
NSF interval timer notification received (NSF restart enabled)
Checkpointing enabled, no errors
Local state:STANDBY HOT,  Peer state:ACTIVE,  Mode:SSO

ステップ 3 NSF 設定が ietf に設定されている場合、NSF がデバイス上でイネーブルであることを確認するには、

show isis nsf コマンドを入力します。次の表示は、ネットワーキング デバイス上の IETF IS-IS 設定の

出力例です。

Switch# show isis nsf 

NSF is ENABLED, mode IETF 
NSF pdb state:Inactive
NSF L1 active interfaces:0
NSF L1 active LSPs:0
NSF interfaces awaiting L1 CSNP:0
Awaiting L1 LSPs:
NSF L2 active interfaces:0
NSF L2 active LSPs:0
NSF interfaces awaiting L2 CSNP:0
Awaiting L2 LSPs:
Interface:Serial3/0/2
    NSF L1 Restart state:Running
    NSF p2p Restart retransmissions:0
    Maximum L1 NSF Restart retransmissions:3
    L1 NSF ACK requested:FALSE
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    L1 NSF CSNP requested:FALSE
    NSF L2 Restart state:Running
    NSF p2p Restart retransmissions:0
    Maximum L2 NSF Restart retransmissions:3
    L2 NSF ACK requested:FALSE
Interface:GigabitEthernet2/0/0
    NSF L1 Restart state:Running
    NSF L1 Restart retransmissions:0
    Maximum L1 NSF Restart retransmissions:3
    L1 NSF ACK requested:FALSE
    L1 NSF CSNP requested:FALSE
    NSF L2 Restart state:Running
    NSF L2 Restart retransmissions:0
    Maximum L2 NSF Restart retransmissions:3
    L2 NSF ACK requested:FALSE
    L2 NSF CSNP requested:FALSE
Interface:Loopback1
    NSF L1 Restart state:Running
    NSF L1 Restart retransmissions:0
    Maximum L1 NSF Restart retransmissions:3
    L1 NSF ACK requested:FALSE
    L1 NSF CSNP requested:FALSE
    NSF L2 Restart state:Running
    NSF L2 Restart retransmissions:0
    Maximum L2 NSF Restart retransmissions:3
    L2 NSF ACK requested:FALSE
    L2 NSF CSNP requested:FALSE

EIGRP NSF の設定

EIGRP NSF を設定するには、次の作業を行います。

EIGRP NSF の確認

EIGRP NSF を確認するには、NSF 機能が SSO 対応ネットワーキング デバイス上で設定されているこ

とを確認する必要があります。EIGRP NSF を確認するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 show running-config コマンドを入力して、「nsf」が SSO 対応デバイスの EIGRP 設定に表示されてい

ることを確認します。

Switch# show running-config

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始

します。

ステップ 2 Switch(config)# router eigrp as-number EIGRP ルーティング プロセスをイネーブルにし

て、スイッチをルータ コンフィギュレーション 
モードにします。

ステップ 3 Switch(config-router)# nsf EIGRP NSF をイネーブルにします。

「再起動」スイッチとすべてのピアでこのコマンド

を使用します。



11-17
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-25340-01-J

第 11 章      Cisco NSF/SSO スーパーバイザ エンジンの冗長構成の設定

Cisco IOS XE 3.1.0SG のシスコのハイ アベイラビリティ機能

.

.
router eigrp 100
 auto-summary
 nsf 
..
.

ステップ 2 NSF がデバイス上でイネーブルであるか確認するには、show ip protocols コマンドを入力します。

Switch# show ip protocols 
*** IP Routing is NSF aware ***
Routing Protocol is "eigrp 100"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Default networks flagged in outgoing updates
  Default networks accepted from incoming updates
  EIGRP metric weight K1=1, K2=0, K3=1, K4=0, K5=0
  EIGRP maximum hopcount 100
  EIGRP maximum metric variance 1
  Redistributing: eigrp 100
  EIGRP NSF-aware route hold timer is 240s
  EIGRP NSF enabled
     NSF signal timer is 20s
     NSF converge timer is 120s
  Automatic network summarization is in effect
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance      Last Update
  Distance: internal 90 external 170

Cisco IOS XE 3.1.0SG のシスコのハイ アベイラビリティ機
能

ここでは、Cisco IOS XE 3.1.0SG でサポートされているハイ アベイラビリティ ソフトウェア機能につ

いて説明します。機能マニュアルへのリンクが掲載されています。

機能ガイドには、複数の機能に関する情報が含まれている場合があります。機能ガイドで特定の機能に

関する情報を検索する場合は、巻末の機能情報表を参照してください。

機能ガイドには、さまざまなソフトウェア リリースとプラットフォームでサポートされている機能が

掲載されています。ご使用のシスコ ソフトウェア リリースまたはプラットフォームで、機能ガイドに

記載されたすべての機能がサポートされているとは限りません。そのガイドでどの機能がソフトウェア 
リリースでサポートされるかについては、機能ガイドの 後にある機能情報の表を参照してください。

プラットフォームのサポートおよびシスコ ソフトウェア イメージのサポートに関する情報を検索する

には、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には 
http://www.cisco.com/go/cfn からアクセスしてください。Cisco.com のアカウントは不要です。

拡張高システム可用性

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ha/configuration/guide/ha-stfl_swovr.html

NSF：IS-IS 用のグレースフル リスタート（GR）と Non Stop Routing（NSR; ノンストップ ルーティング）

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ha/configuration/guide/ha-nonstp_fwdg.html

http://www.cisco.com/go/cfn
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ha/configuration/guide/ha-stfl_swovr.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ha/configuration/guide/ha-nonstp_fwdg.html
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NSF：OSPF

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ha/configuration/guide/ha-nonstp_fwdg.html

NSF/SSO（ステートフル スイッチオーバーを使用したノンストップ フォワーディング）

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ha/configuration/guide/ha-nonstp_fwdg.html

SSO：HDLC

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ha/configuration/guide/ha-stfl_swovr.html

SSO：HSRP

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ha/configuration/guide/ha-stfl_swovr.html

SSO：Multilink PPP（MLP; マルチリンク PPP）

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ha/configuration/guide/ha-stfl_swovr.html

SSO：PPP

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ha/configuration/guide/ha-stfl_swovr.html

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ha/configuration/guide/ha-nonstp_fwdg.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ha/configuration/guide/ha-nonstp_fwdg.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ha/configuration/guide/ha-stfl_swovr.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ha/configuration/guide/ha-stfl_swovr.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ha/configuration/guide/ha-stfl_swovr.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ha/configuration/guide/ha-stfl_swovr.html
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（注） この章を読み進める前に、『Catalyst 4500 Series Installation Guide』の「Preparing for Installation」に

目を通してください。Power over Ethernet（PoE）の導入によって電気負荷と熱が加わっても、それに

対応する十分な電力と冷却装置が設置場所にあることを確認してください。

この章では、Catalyst 4500 シリーズ スイッチの電源管理および環境モニタリング機能について説明し

ます。設定上の注意事項、設定手順、および設定例も示します。

この章で説明する主な内容は、次のとおりです。

• 「環境モニタリングについて」（P.12-1）

• 「電源管理」（P.12-6）

（注） この章で使用するスイッチ コマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL で『Cisco 
Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』と関連資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products//hw/switches/ps4324/index.html

『Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』に掲載されていないコマンドについては、より詳

細な Cisco IOS ライブラリを参照してください。次の URL でCisco IOS コマンド リファレンスと関連

資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html

環境モニタリングについて
ここでは、次の内容について説明します。

• 「CLI コマンドによる環境のモニタリング」（P.12-2）

• 「環境状態の表示」（P.12-2）

• 「緊急処理」（P.12-4）

• 「システム アラーム」（P.12-5）

シャーシ コンポーネントの環境モニタリングは、コンポーネント障害の兆候を早期に警告します。こ

の警告により、安全で信頼性の高いシステム運用を実現し、ネットワーク障害を防止できます。

http://www.cisco.com/en/US/products//hw/switches/ps4324/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html
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ここでは、重要なシステム コンポーネントをモニタリングする方法について説明します。これにより、

ハードウェア関連の問題点を特定し、速やかに対応できるようになります。

CLI コマンドによる環境のモニタリング

show environment Command-Line Interface（CLI; コマンドライン インターフェイス）コマンドを使

用して、システムをモニタリングします。ここでは、必要なコマンドとキーワードの基本的概要につい

て説明します。

システム ステータス情報を表示するには、show environment [alarm | status | temperature] コマンド

を使用します。表 12-1 にキーワードを示します。

環境状態の表示

Supervisor Engine 6-E、Supervisor Engine 6L-E、Supervisor Engine 7-E、および Supervisor Engine 
7L-E および関連するラインカードは、カードごとに複数の温度センサーをサポートします。環境状態

の出力には、各センサーから読み取った温度および各センサーの温度しきい値が表示されます。これら

のラインカードは、警告、重大、シャットダウンの 3 つのしきい値をサポートしています。

次の例では、 Supervisor Engine 6-E および Supervisor 6L-E の環境状態を表示する方法を示します。し

きい値はカッコ内に表示されています。

Switch# show environment
no temperature alarms

Module Sensor                     Temperature          Status      
------+--------------------------+--------------------+------------
2      air inlet                  23C (51C,65C,68C)              ok
2      air outlet                 29C (69C,83C,86C)              ok
5      air inlet                  38C (51C,65C,68C)              ok
5      air outlet                 38C (69C,83C,86C)              ok
6      air inlet                  34C (51C,65C,68C)              ok
6      air outlet                 37C (69C,83C,86C)              ok

Power                                             Fan      Inline
Supply  Model No          Type       Status       Sensor   Status
------  ----------------  ---------  -----------  -------  -------
PS1     PWR-C45-2800AC    AC 2800W   good         good     good   
PS2     none              --         --           --       --     

Power supplies needed by system    : 1
Power supplies currently available : 1

Chassis Type : WS-C4510R-E

Power consumed by backplane : 40 Watts

表 12-1 show environment コマンドのキーワード

キーワード 目的

alarm システムの環境アラームを表示します。

status Field-Replaceable Unit（FRU; 現場交換可能ユニット）の動作ス

テータスおよび電源と電源装置ファン センサーの情報を表示しま

す。

temperature シャーシの温度を表示します。
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Switch Bandwidth Utilization : 0%

Supervisor Led Color : Green

Module  2 Status Led Color  : Green          
Module  5 Status Led Color  : Green          
Module  6 Status Led Color  : Orange         
Module 10 Status Led Color  : Green          

Fantray : Good

Power consumed by Fantray : 80 Watts

次に、Supervisor Engine 7-E を搭載した WS-C4506-E の環境状態を表示する例を示します。しきい値

はカッコ内に表示されています。

Switch# show environment
Module Sensor                     Temperature          Status      
------+--------------------------+--------------------+------------
1      Xgstub A                   39C (48C,62C,65C)              ok
1      Xgstub B                   32C (45C,60C,63C)              ok
1      XPP                        47C (62C,75C,78C)              ok
1      VFE2                       59C (74C,85C,88C)              ok
1      NFE                        44C (63C,75C,78C)              ok
1      CPU                        55C (57C,72C,75C)              ok
1      FPGA                       37C (52C,66C,69C)              ok
4      Power macro                30C (56C,68C,71C)              ok
4      Air inlet                  27C (46C,59C,62C)              ok
4      Xgstub                     31C (66C,76C,79C)              ok
4      Air outlet                 30C (60C,71C,74C)              ok

Power                                             Fan      Inline
Supply  Model No          Type       Status       Sensor   Status
------  ----------------  ---------  -----------  -------  -------
PS1     PWR-C45-1300ACV   AC 1300W   good         good     good   
PS2     none              --         --           --       --     
Power supplies needed by system    : 1
Power supplies currently available : 1

Chassis Type : WS-C4506-E

Power consumed by backplane : 0 Watts

Switch Bandwidth Utilization : 0%

Supervisor Led Color : Green

Module  1 Status Led Color  : Green          
Module  4 Status Led Color  : Green           PoE Led Color : Green          
Module  6 Status Led Color  : Green           PoE Led Color : Green          

Fantray : Good
Fantray removal timeout : 30

Power consumed by Fantray : 120 Watts

次に、Supervisor Engine 7-E を搭載した WS-C4500X-32 の環境状態を表示する例を示します。しきい

値はカッコ内に表示されています。

Switch> show environment
no temperature alarms

Module Sensor                     Temperature          Status
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------+--------------------------+--------------------+------------
1      XPP                        42C (80C,90C,100C)             ok
1      VFE                        47C (80C,90C,100C)             ok
1      CPU                        46C (80C,90C,100C)             ok
1      FPGA                       50C (80C,90C,100C)             ok
1      Stub A                     34C (80C,90C,100C)             ok
1      Stub B                     35C (80C,90C,100C)             ok
2      Air inlet                  31C (80C,90C,100C)             ok
2      Air outlet                 36C (80C,90C,100C)             ok
 
Power                                             Fan      Inline
Supply  Model No          Type       Status       Sensor   Status
------  ----------------  ---------  -----------  -------  -------
PS1     none              --         --           --       --
PS2     PWR-C49X-750AC-R  AC 750W    good         good     n.a.
 
Power supplies needed by system    : 1
Power supplies currently available : 1
 
Chassis Type : WS-C4500X-32
 
Power consumed by backplane : 0 Watts
 
Switch Bandwidth Utilization : 0%
 
Supervisor Led Color : Green
 
Module  1 Status Led Color  : Green
Module  2 Status Led Color  : Green
 
Beacon Led Status : off
 

Fan trays needed by system    : 4
Fan trays currently available : 5
Chassis fan tray direction    : FrontToBack
 
Fantray 1 : dir : FrontToBack    status : Good
Fantray 2 : dir : FrontToBack    status : Good
Fantray 3 : dir : FrontToBack    status : Good
Fantray 4 : dir : FrontToBack    status : Good
Fantray 5 : dir : FrontToBack    status : Good
 
Fantray removal timeout : 30
 
Power consumed by Fantray : 30 Watts
 
Switch>

緊急処理

Catalyst 4500 シャーシは、1 つのカードの電源を切って、ラインカードの過熱状態に対して詳細な応答

を提供できます。ただし、Catalyst 4500 シャーシは、スーパーバイザ自体の温度が重大しきい値を超

過すると安全に動作させることができません。スーパーバイザ エンジンはシャーシの電源をオフにし

て、スーパーバイザ自体の過熱を防止します。このような場合、電源装置の電源オン /オフ スイッチま

たは電源装置の AC または DC 入力電源をオフにしてから再びオンにして、スイッチを回復できます。

重大およびシャットダウン温度という緊急状態により同じ処理が行われます。表 12-2 に緊急状態の温

度を示しますが、重大およびシャットダウンの緊急状態は区別しません。
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ケース 4 では、アクティブ エンジンが自身のリセットを行うと、スタンバイ スーパーバイザ エンジン

が機能を引き継ぎます。温度による緊急状態のままである場合は、新たにアクティブになったスーパー

バイザ エンジンがスタンバイ スーパーバイザ エンジンをリセットします。

ケース 5 は、非冗長シャーシまたはシャットダウンされているか完全に起動されていないスタンバイ 
スーパーバイザ エンジンがあるシャーシに適用されます。

システム アラーム

どのシステムにも、メジャーとマイナーの 2 種類のアラームがあります。メジャー アラームは、シス

テムのシャットダウンにつながる可能性のある重大な問題を示します。マイナー アラームは情報で、

対処しないと重大な問題となる可能性がある点について通知します。

表 12-3 に、発生する可能性のある環境アラームを示します。

ファン障害アラームは、ファン障害状態が検知されると発生し、ファン障害状態が解消すると取り消さ

れます。温度アラームは、温度が温度のしきい値に達すると発生し、温度がしきい値を 5℃ 下回ると

取り消されます。5 ℃ は、アラームの切り替えが行われないようにするためのヒステリシス値です。

スーパーバイザ エンジンの LED は、アラームが発生したかどうかを示します。

表 12-2 緊急状態およびアクション

ケース 1.ファンの完全な障害による緊急状

態。

シャーシの電源を切断します。

ケース 2.ラインカードの温度による緊急状

態。

ラインカードの電源を切ります。

ケース 3.スタンバイ スーパーバイザ エン

ジンの温度による緊急状態。

スタンバイ スーパーバイザ エンジンの電源を切

断します。

ケース 4.ホットスタンバイまたはコールド

スタンバイ冗長ステートのスタンバイ スー

パーバイザ エンジンがあるアクティブ 
スーパーバイザ エンジンの温度による緊急

状態。

アクティブ スーパーバイザ エンジンをリセット

します。

ケース 5.スタンバイ スーパーバイザ エン

ジンを備えていないか、ホットスタンバイ

またはコールドスタンバイ冗長ステートで

はないスタンバイ スーパーバイザ エンジ

ンがあるアクティブ スーパーバイザ エン

ジンの温度による緊急状態。

シャーシの電源を切断します。

表 12-3 発生する可能性のある環境アラーム

警告しきい値を超える温度センサー マイナー

重大しきい値を超える温度センサー メジャー

シャットダウンしきい値を超える温度センサー メジャー

ファンの部分的な障害 マイナー

ファンの完全な障害 メジャー
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システムによってメジャー アラームが発生するとタイマーが始動しますが、その期間はアラームに

よって異なります。タイマーが切れるまでにアラームが取り消されない場合は、過熱による影響が生じ

ないようにするためにシステムは緊急処理を行います。タイマー値および緊急処理は、スーパーバイザ 
エンジンのタイプによって異なります。

（注） スーパーバイザ エンジンの SYSTEM LED の起動動作など、LED の詳細については、『Catalyst 4500 
Series Switch Module Installation Guide』を参照してください。

表 12-4 では、アラームについて説明します。

電源管理
ここでは、Catalyst 4500 シリーズ スイッチの電源管理機能について説明します。この項の内容は次の

とおりです。

• 「Catalyst 4500 シリーズ スイッチの電源管理」（P.12-7）

• 「モジュールの電源切断」（P.12-20）

• 「Catalyst 4948 スイッチの電源管理」（P.12-20）

表 12-4 Supervisor Engine 6-E、Supervisor Engine 6L-E、および Supervisor Engine 7-E のアラーム

イベント

アラー

ム タ
イプ

スーパーバイザ 
LED の色

タイムアウ

ト 説明およびアクション

カードの温度が重大しきい値を

超過。

メ

ジャー 
レッド 15 分 アラームが発生すると、Syslog メッセージが表

示されます。

タイムアウトの処理については、表 12-2を参

照してください。

カードの温度がシャットダウン

しきい値を超過。

メ

ジャー

レッド 30 秒 アラームが発生すると、Syslog メッセージが表

示されます。

タイムアウトの処理については、表 12-2を参

照してください。

スーパーバイザが Power-on 
Self-Test（POST）に失敗

メ

ジャー

レッド — Syslog メッセージが表示されます。

スーパーバイザの起動が失敗します。

シャーシ ファン トレイの障害。 メ

ジャー

レッド 30 秒 アラームが発生すると、Syslog メッセージが表

示されます。

タイムアウトの処理については、表 12-2を参

照してください。

シャーシの温度が警告しきい値

を超過。

マイ

ナー

オレンジ — アラームが発生すると、Syslog メッセージが表

示されます。

シャーシ ファン トレイの部分的

な障害。

マイ

ナー

オレンジ — アラームが発生すると、Syslog メッセージが表

示されます。
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（注） Catalyst 4000/4500 ファミリー モジュールすべての電力消費量については、『Catalyst 4500 Series 
Module Installation Guide』の「Appendix A, Specifications」を参照してください。現在の電力冗長構

成およびシステム電力消費量を表示するには、show power コマンドを使用します。

Catalyst 4500 シリーズ スイッチの電源管理

ここでは、次の内容について説明します。

• 「サポートされる電源装置」（P.12-7）

• 「Catalyst 4500 スイッチの電源管理モード」（P.12-8）

• 「電源管理モードの選択」（P.12-9）

• 「Catalyst 4500 シリーズ スイッチでの電源管理の制限事項」（P.12-9）

• 「Catalyst 4500 シリーズ スイッチの電源装置で利用できる電力」（P.12-13）

• 「4200 W AC および 6000 W AC 電源装置に関する特記事項」（P.12-14）

• 「複合モードの電力維持機能」（P.12-16）

• 「1400 W DC 電源装置に関する特記事項」（P.12-18）

• 「1400 W DC SP トリプル入力電源装置に関する特記事項」（P.12-19）

• 「Catalyst 4948 スイッチの電源管理モード」（P.12-20）

サポートされる電源装置

数種類の電源装置を選択して、スイッチに搭載したモジュールに十分な電力を確保できます。

（注） Cisco Power Calculator を使用して、モジュールと適切な PoE 電力量に基づいて電源装置を選択する必

要があります。

http://tools.cisco.com/cpc/

お客様がシャーシに使用するラインカード タイプに応じて、1000 ～ 1400 AC の間で選択します。

Catalyst 4500 シリーズ スイッチでは、次の電源装置を使用できます。

• 固定ワット数：この電源装置は、常に一定量の PoE およびシステム電力を供給します。

– 1000 W AC： 大 1050 W のシステム電力をサポートします。（Catalyst 4510R スイッチでは

推奨しません。PoE をサポートしません）。

– 1400 W AC： 大 1400 W のシステム電力をサポートします。（PoE をサポートしません）。

– 2800 W AC： 大 1400 W のシステム電力および PoE をサポートします。

• 可変ワット数：この電源装置は、PoE およびシステム所要電力に対応するためにワット数を自動的

に調整します。

– 1300 W AC： 大 1050 W のシステム電力および 800 W の PoE を合計 1300 W に制限してサ

ポートします。



12-8
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-25340-01-J

第 12 章      環境モニタリングおよび電源管理

電源管理

– 1400 W DC： 大 1400 W のシステム電力、電源装置への給電量に応じた可変ワット数の PoE 
をサポートします。詳細については、「1400 W DC 電源装置に関する特記事項」（P.12-18）を

参照してください。

– 1400 W DC Service Provider：DC 入力の 3 本までの回線（12.5 A、15 A、15 A）を使用し、

電力供給している回線により、400 ～ 1400 W の範囲でさまざまなシステム電源を供給しま

す。詳細については、「1400 W DC SP トリプル入力電源装置に関する特記事項」（P.12-19）を

参照してください。（PoE をサポートしません）。

– 4200 W AC および 6000 W AC：電源供給している入力電力数および入力電圧数により、さま

ざまなシステム電力および PoE をサポートします。

（注） Catalyst 4500 シリーズ スイッチの AC 入力電源装置には、単一フェーズ送信元 AC が必要です。AC 
電源装置の入力はすべて独立しているので、送信元 AC では、複数の電源装置、または同じ電源装置上

にある複数の AC 電源プラグの間の位相が一致しません。各シャーシの電源装置には、地域および各国

の規定に適合するサイズの専用の分岐回路が装備されている必要があります。

スイッチに電源装置を取り付ける場合は、同じワット数の電源装置を使用してください。1400 W DC 
トリプル入力などのマルチ入力電源装置および 4200 W AC と 6000 W AC には、このほかにも制限事

項があります。   これらの電源装置の特記事項を参照してください。ワット数の異なる電源装置を併用

すると、スイッチはワット数の大きい方を使用し、もう一方を無視します。show power コマンドの出

力では、電源装置の状況は err-disable として表示され、サマリーでは出力のワット数がすべて 0 とし

て示されます。

次に、ワット数の異なる電源装置を併用した場合の show power コマンドの出力例を示します。

Switch# show power
Power                                             Fan     Inline
Supply  Model No          Type       Status       Sensor  Status
------  ----------------  ---------  -----------  ------  ------
PS1     PWR-C45-2800AC    AC 2800W   good         good    good  
PS2     PWR-C45-1000AC    AC 1000W   err-disable  good    n.a.  

*** Power Supplies of different type have been detected***

Power supplies needed by system    :1
Power supplies currently available :1

Power Summary                      Maximum
 (in Watts)              Used     Available
----------------------   ----     ---------
System Power (12V)        328         1360
Inline Power (-50V)         0 1400
Backplane Power (3.3V) 10 40
----------------------   ----
Total Used                338 (not to exceed Total Maximum Available = 750)
Switch#

Catalyst 4500 スイッチの電源管理モード

Catalyst 4500 シリーズ スイッチでは、次の 2 つの電源管理モードをサポートしています。

• 冗長（Redundant）モード：冗長モードでは 1 つめの電源装置を主電源装置、2 つめの電源装置を

バックアップ電源装置として使用します。主電源装置に障害が発生すると、2 つめの電源装置が

ネットワークを中断させることなく、ただちにスイッチをサポートします。両方の電源装置は同じ

ワット数でなければなりません。また、電源装置は、単独でスイッチの構成をサポートできるだけ

の電力を備えている必要があります。
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• 複合（Combined）モード：複合モードでは、搭載されたすべての電源装置からの電力を使用して、

スイッチ構成に必要な電源をサポートします。ただし、複合モードでは電源の冗長性は設定されま

せん。電源装置に障害が発生すると、1 つまたは複数のモジュールがシャットダウンする可能性が

あります。

（注） Catalyst 4510R スイッチでは、すべての可能な構成用の冗長モードをサポートするのに 1000 
W AC 電源装置は十分ではありません。必要電力が 1050 W より少ない、限られた構成で冗長

モードをサポートできます。

（注） 1400 W DC 電源装置では、データ電力で複合モードがサポートされます。PoE 電力では、複合

モードがサポートされません。

電源管理モードの選択

デフォルトでは、スイッチは冗長モードに設定されています。show power コマンドでは、 
power supplies needed by system が 1 の場合、スイッチは redundant モードです。

power supplies needed by system が 2 の場合、スイッチは combined モードです。

使用する電源装置とその数は、スイッチのハードウェア構成によって決まります。たとえばスイッチ構

成が、1 つの電源装置で供給できる以上の電力を必要とする場合は、複合モードを使用します。ただ

し、複合モードではスイッチに電源の冗長性は設定されません。次の点に留意してください。

• 消費電力はそれぞれ、スーパーバイザ エンジンで 110 W、Catalyst 4503 スイッチのファン ボック

スで各 30 W、Catalyst 4506 および Catalyst 4507 スイッチのファン ボックスで各 50 W、Catalyst 
4503 および Catalyst 4506 スイッチのバックプレーンで 10 W、Catalyst 4507 スイッチのバックプ

レーンで 40 W です。

• 1000 W では、受電デバイスをサポートしないフル装備の Catalyst 4503 スイッチをサポートしま

す。

• 1300 W では、シスコの受電デバイスをサポートするフル装備の Catalyst 4503 スイッチをサポー

トします。

• WS-X4148-RJ45V モジュール上の各 PoE ポートでの必要電力は、6.3 W です。スイッチ内のフル

装備の 5 つの WS-X4148-RJ45V モジュールは、240 ポートを構成します。この構成には、PoE 用
に 1512 W、モジュール用に 300 W が必要です。

Catalyst 4500 シリーズ スイッチでの電源管理の制限事項

制限事項 1

電源装置が供給する以上の電力を必要とするスイッチを構成する可能性があります。給電能力を超える

スイッチを構成する状況として、次の 2 つが挙げられます。

• 搭載したモジュールの所要電力が、電源装置によって供給される電力を超える場合。

電源装置を 1 つ取り付け、スイッチを複合モードに設定すると、スイッチは次のエラー メッセー

ジを表示します。

Insufficient power supplies present for specified configuration. 

このエラー メッセージは、show power コマンドの出力にも表示されます。このエラー メッセー

ジが表示されるのは、定義上複合モードで動作する電源装置が 2 つスイッチに搭載されている必要

があるためです。
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搭載されたモジュールの所要電力が電源装置によって供給される電力を超える場合、スイッチは次

のエラー メッセージを表示します。

Insufficient power available for the current chassis configuration. 

このエラー メッセージは、show power コマンドの出力にも表示されます。

スイッチにモジュールを増設しようとして電源装置によって供給される電力を超える場合、スイッ

チはただちに増設分のモジュールをリセット モードにし、次のエラー メッセージを表示します。

Module has been inserted 
Insufficient power supplies operating.

また、機能しているスイッチの電源を切り、モジュールを増設するか、モジュール構成を変更して

所要電力が使用できる電力を超えるようになった場合、再度スイッチの電源を入れると、1 つまた

は複数のモジュールがリセット モードになります。

• PoE の所要電力が、電源装置によって供給される PoE を超える場合。

システムの電力を消費している IP Phone が多すぎる場合、IP Phone への電力が削減され、電源装

置に適切な所要電力に削減されるように、一部の IP Phone の電源が切断されることもあります。

前者のシナリオでは（所要電力が供給電力を超える場合）、システムは搭載されているモジュールのタ

イプおよび個数を判断して、電力消費に関する問題を解決しようとします。判断サイクル中に、システ

ムはシャーシの下から順に、サポート不可能な（または電力が供給されていない）モジュールをリセッ

ト モードにします。十分な電力が供給されているスーパーバイザ エンジンおよびモジュールは常にイ

ネーブルであり、ネットワーク接続は中断されません。モジュールはリセット モードになっても多少

の電力を消費します。さらに所要電力を低下させるには、シャーシからこれらのモジュールを取り外し

てください。シャーシの構成が適切であれば、システムが評価サイクルに入ることはありません。

リセット モードのモジュールは、シャーシに取り付けられている限り、電力を消費し続けます。モ

ジュールをオンラインにするときに必要な電力は、show power module コマンドを使用して判断しま

す。

使用するシステムの所要電力を算出し、システムの電源が十分であるかどうかを確認するには、スー

パーバイザ エンジン モジュール、ファン ボックス、および搭載したモジュール（PoE を含む）が消費

する電力を合算します。PoE には、すべての電話の所要電力を合計します。使用するスイッチの各種

コンポーネントの電力消費量については、「モジュールの電源切断」（P.12-20）を参照してください。

802.3af 準拠 PoE モジュールは、Field Programmable Gate Array（FPGA）やモジュールのその他の

ハードウェア コンポーネントに電力を供給する場合、 大で 20 W の PoE を消費することがあります。

スイッチに接続された受電デバイスに十分な電力が供給されるように、802.3af 準拠の PoE モジュール

ごとに、PoE 所要電力に少なくとも 20 W を追加してください。

WS-X4148-RJ45V PoE モジュールでは、PoE の消費電力を測定できません。PoE を計算する場合は常

に、このモジュールの PoE 消費電力が管理上の PoE と等しいと推定します。

どのモジュールがアクティブで、どのモジュールがリセット状態か（存在する場合）を確認するには、

show module コマンドを使用します。

次に、すべての搭載済みモジュールをサポートする十分な電力がないシステムに対する show module 
コマンドの出力例を示します。このシステムでは Module 5 に対する電力が不十分です。Status カラム

に PwrDeny として表示されています。

モジュールで消費される PoE が、power inline consumption default コマンドを使用して割り当てら

れた PoE を 50 W 以上超過している場合、Status カラムに PwrOver と表示されます。モジュールで消

費される PoE が PoE モジュールの制限値を 50 W 以上超過している場合は、Status カラムに PwrFault 
と表示されます。

Switch# show module
Mod  Ports Card Type                              Model             Serial No.
----+-----+--------------------------------------+-----------------+-----------
 1      2  1000BaseX (GBIC) Supervisor(active)    WS-X4014 JAB054109GH
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 2      6  1000BaseX (GBIC)                       WS-X4306          00000110
 3     18  1000BaseX (GBIC)                       WS-X4418 JAB025104WK
 5      0  Not enough power for module            WS-X4148-FX-MT 00000000000
 6     48  10/100BaseTX (RJ45)                    WS-X4148 JAB023402RP

 M MAC addresses                    Hw  Fw           Sw               Status
--+--------------------------------+---+------------+----------------+---------
 1 005c.9d1a.f9d0 to 005c.9d1a.f9df 0.5 12.1(11br)EW 12.1(20020313:00 Ok
 2 0010.7bab.9920 to 0010.7bab.9925 0.2                               Ok
 3 0050.7356.2b36 to 0050.7356.2b47 1.0                               Ok
 5 0001.64fe.a930 to 0001.64fe.a95f 0.0 PwrDeny
 6 0050.0f10.28b0 to 0050.0f10.28df 1.0                               Ok
Switch#

制限事項 2

Catalyst 4507R および Catalyst 4510R シャーシの設定によっては、利用可能なデータ電力の 大量を

超えます。これらの設定には、次の PID の組み合わせがあります。

• 7 スロット構成

• シャーシ：WS-C4507R-E、WS-C4510R-E

• デュアル スーパーバイザ エンジン：WS-X45-Sup6-E および WS-X45-Sup6L-E

• 1 つまたは複数：WS-X4448-GB-RJ45 または WS-X4148-FX-MT

7 スロットおよび 10 スロットのシャーシの 10/100/1000 ポート密度を 大化するためには、

WS-X4448-GB-RJ45 ラインカードではなく WS-X4548-GB-RJ45 ラインカードを取り付けます。

WS-X4448-GB-RJ45 ラインカードを使用する必要がある場合は、次の 2 つのオプションがあります。

• オプション 1

Catalyst 4507R では 4 つのラインカード スロットのみを使用し、Catalyst 4510R シャーシでは 6 
つのラインカード スロットのみを使用します。

• オプション 2

すべてのスロットが必要な場合、使用できるのは 1 つの WS-X4448-GB-RJ45 ラインカードのみで

す。

7 および 10 スロット シャーシの 100 BASE-FX ポート密度を 大化するためには、

WS-X4148-FX-MT ラインカードではなく FX ポートを持つ WS-4248-FE-SFP ラインカードを取り付

けます。WS-X4148-FX-MT ラインカードを使用する必要がある場合は、次の 2 つのオプションがあり

ます。

• オプション 1

Cat4507R では 4 つのラインカード スロットのみを使用し、Catalyst 4510R シャーシでは 6 つのラ

インカード スロットのみを使用します。

• オプション 2

すべてのスロットが必要な場合、使用できるのは 1 つの WS-X4448-GB-RJ45 ラインカードのみで

す。

Catalyst 4500 シリーズ スイッチでの冗長モードの設定

デフォルトでは、Catalyst 4500 シリーズ スイッチの電源装置は冗長モードで動作するように設定され

ています。冗長モードを効果的に使用するには、次の注意事項に従ってください。

• 同じタイプの電源装置を 2 つ使用します。

• 電源管理モードが冗長モードに設定されており、電源装置が 1 つしか搭載されていない場合は、ス

イッチがその設定を受け入れますが、冗長性なしで動作します。
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注意 スイッチに搭載された電源装置のタイプやワット数が異なる場合は、スイッチが電源装置の一方を

認識しないため、スイッチの電源冗長性が失われます。

• 固定電源装置には、スイッチ構成をサポートできるだけの電力を備えた電源装置を選択してくださ

い。

• 可変電源装置には、十分な電力を供給できる電源装置を選択し、シャーシおよび PoE 所要電力が

大電力を超えないようにします。可変電源装置は、起動時にシャーシおよび PoE 所要電力に対

応するように、自動的に電源リソースを調整します。 初にモジュールが、続いて IP Phone が起

動します。

• シャーシおよび PoE に使用できる各電源装置の 大電力については、表 12-5（P.12-14）を参照し

てください。

Catalyst 4500 シリーズ スイッチに冗長モードを設定するには、次の作業を行います。

次に、電源管理モードを冗長モードに設定する例を示します。

Switch (config)# power redundancy-mode redundant
Switch (config)# end
Switch#

次に、現在の電源冗長モードを表示する例を示します。「Power supplies needed by system: 1」は、ス

イッチが冗長モードであることを示しています。

Switch# show power supplies
Power supplies needed by system:1
Switch#

複合モードには、4200 W AC および 6000 W AC 電源でだけ任意で使用できる冗長方法があります。

「複合モードの電力維持機能」（P.16）を参照してください。

Catalyst 4500 シリーズ スイッチでの複合モードの設定

電源装置が単独で供給できる以上の電力がスイッチ構成により必要とされる場合は、電源管理モードを

複合モードに設定します。複合モードは両方の電源装置の電力を使用します。ただし、スイッチの電源

冗長性は失われます。

複合モードを効果的に使用するには、次の注意事項に従ってください。

• 同じタイプとワット数（固定または可変、AC または DC）の電源装置を使用します。

• タイプの異なる、またはワット数の異なる電源装置を使用した場合は、スイッチがいずれか一方の

電源装置しか使用しません。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal コンフィギュレーション モードを開始し

ます。

ステップ 2 Switch(config)# power redundancy-mode redundant 電源管理モードを冗長モードに設定しま

す。

ステップ 3 Switch(config)# end コンフィギュレーション モードを終了し

ます。

ステップ 4 Switch# show power supplies スイッチの電源冗長モードを確認します。
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• 可変電源装置には、十分な電力を供給できる電源装置を選択し、シャーシおよび PoE 所要電力が

大電力を超えないようにします。可変電源装置は、起動時にシャーシおよび PoE 所要電力に対

応するように、自動的に電源リソースを調整します。

• 電源管理モードが複合モードに設定されており、電源装置が 1 つしか搭載されていない場合は、ス

イッチがその設定を受け入れますが、電力は 1 つの電源装置からしか利用できません。

• スイッチが複合モードに設定されている場合、供給される電力の合計は、個々の電源装置の正確な

合計値とはなりません。電源装置にはあらかじめ電流の共有比率が決められています。詳細につい

ては、表 12-5（P.12-14）を参照してください。

• シャーシおよび PoE に使用できる各電源装置の 大電力については、表 12-5（P.12-14）を参照し

てください。

Catalyst 4500 シリーズ スイッチに複合モードを設定するには、次の作業を行います。

次に、電源管理モードを複合モードに設定する例を示します。

Switch(config)# power redundancy-mode combined
Switch(config)# end
Switch#

次に、現在の電源冗長モードを表示する例を示します。「Power supplies needed by system: 2」は、ス

イッチが複合モードであることを示しています。

Switch# show power supplies
Power supplies needed by system:2
Switch#

Catalyst 4500 シリーズ スイッチの電源装置で利用できる電力

表 12-5に、さまざまな Catalyst 4500 シリーズ スイッチの電源装置で利用できる電力を示します。ス

イッチが複合モードに設定されている場合、供給される電力の合計は、個々の電源装置の正確な合計値

とはなりません。電源装置は、ハードウェアによりあらかじめ共有比率が決められています。複合モー

ドでは、使用できる総電力が P +（P×共有比率）になり、P は電源装置の電力量を示します。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal コンフィギュレーション モードを開始し

ます。

ステップ 2 Switch(config)# power redundancy-mode combined 電源管理モードを複合モードに設定しま

す。

ステップ 3 Switch(config)# end コンフィギュレーション モードを終了し

ます。

ステップ 4 Switch# show power supplies スイッチの電源冗長モードを確認します。
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4200 W AC および 6000 W AC 電源装置に関する特記事項

4200 W AC および 6000 W AC 電源装置には 2 つの入力があり、それぞれが 110 または 220 V で電力

供給されます。

4200 W AC および 6000 W 電源装置の show power コマンド出力は、1400 W DC トリプル入力電源装

置と同様です（つまり、サブモジュール（複数の入力）の状態が表示されます）。2 つの電源装置が搭

載されている場合は、サブモジュールの「故障中」と「オフ」、およびサブモジュールの状態（正常、

異常、オフ）を区別できます。

Switch# show power
Power                                             Fan      Inline
Supply  Model No          Type       Status       Sensor   Status
------  ----------------  ---------  -----------  -------  -------
PS1     PWR-C45-4200ACV   AC 4200W   good         good     good
PS1-1                         220V   good
PS1-2                                   off
PS2     PWR-C45-4200ACV   AC 4200W   bad/off      good     bad/off

表 12-5 スイッチの電源装置で利用できる電力

電源装置 冗長モード（W） 複合モード（W） 共有比率

1000 W AC シャーシ1 = 1050

PoE = 0

1. シャーシ電力は、スーパーバイザ エンジン、すべてのラインカード、およびファン トレイの電力で構成されま
す。

シャーシ = 1667

PoE = 0

2/3

1300 W AC シャーシ（ 大）= 1050

PoE（ 大）= 800

シャーシ + PoE + バックプ

レーン < 1300

シャーシ（ 小）= 767

PoE（ 大）= 1333

シャーシ（ 大）= 1667

PoE（ 小）= 533

シャーシ + PoE + バックプ

レーン < 2200

2/3

1400 W DC シャーシ（ 小）= 200

シャーシ（ 大）= 1360

PoE（ 大）2 =（DC 入力3 - [
シャーシ（ 小）+ バックプ

レーン ] / 0.75）× 0.96

2. 1400 W DC 電源装置の効率は 0.75 で、0.96 は PoE に適用されます。

3. 1400 W DC 電源装置の DC 入力は変更可能で、設定可能です。詳細については、「1400 W DC 電源装置に関す
る特記事項」（P.18）を参照してください。

シャーシ = 22674

PoE5

4. PoE では使用不可。

5. PoE では使用不可。

シャーシ - 2/3

PoE - 0

1400 W AC シャーシ = 1360

PoE = 06

6. 音声電力なし。

シャーシ = 2473

PoE = 0

9/11

2800 W AC シャーシ = 1360

PoE = 1400

シャーシ = 2473

PoE = 2333

シャーシ7 - 9/11

PoE8 - 2/3

7. データ専用。

8. インライン パワー。
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PS2-1                         220V   good
PS2-2                         220V   bad

Power supplies needed by system    : 1
Power supplies currently available : 2

Power Summary                      Maximum
 (in Watts)              Used     Available
----------------------   ----     ---------
System Power (12V)        140        1360
Inline Power (-50V)         0        1850
Backplane Power (3.3V)      0          40
----------------------   ----     ---------
Total                     140 (not to exceed Total Maximum Available = 2100)
Switch#

他の電源装置と同様に、これら 2 つの電源装置は同じタイプである必要があります（6000 W AC また

は 4200 W AC または 1400 W DC）。そうでない場合は、右側の電源装置が errdisable ステートになり、

左側の電源装置が選択されます。さらに、シャーシへのすべての入力が同じ電圧である必要がありま

す。冗長モードでは、左右の電源装置の入力が同じである必要があります。冗長モードで左右の電源装

置に電力が供給されている場合は、その電力値が出力ワット数の高い電源装置に基づきます。

（注） システムが 110 V または 220 V の複合モードで 4200 W または 6000 W の電源装置により電力供給さ

れている場合、利用可能な電力はシステム構成（ラインカードのタイプ、ラインカード数、インライン 
パワーを消費するポート数など）により決定され、絶対 大電力は反映されません。

（注） 一致した冗長電源装置設定で電源装置のサブモジュールが故障した場合は、もう一方の（正常な）電源

装置がすべての機能に電力を供給します。

表 12-6 に、冗長モードでの 4200 W AC 電源装置の評価方法を示します。

複合モードでは、シャーシへのすべての入力が同じ電圧である必要があります。

表 12-7 に、複合モードでの 4200 W AC 電源装置の評価方法を示します。

表 12-6 4200 W AC 電源装置の冗長モードでの出力

電源装置 12 V 3.3 V -50 V 合計

110 V 660 40 700 1050

110 V+110 V
または 220 V

1360 40 1850 2100

220 V + 220 V 1360 40 3700 4200

表 12-7 4200 W AC 電源装置の複合モードでの出力

電源装置 12 V 3.3 V -50 V 大

両方（ベイ）で 110 V 1200 40 1320 1870

110 V + 110 V、反対側で 110 V 1800 40 2000 2730

両方で 110 V + 110 V 2200 40 3100 3800

両方で 220 V 2200 40 3100 3800
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表 12-8 に、冗長モードでの 6000 W AC 電源装置の評価方法を示します。

複合モードでは、シャーシへのすべての入力が同じ電圧である必要があります。

表 12-9 に、複合モードでの 6000 W AC 電源装置の評価方法を示します。

複合モードの電力維持機能

（注） この機能は、両方の電源装置ベイに 4200 W AC または 6000 W AC 電源装置が搭載されている場合、

複合モードでだけ使用できます。

複合モードの電力維持機能を使用して、電力の使用を 大 2 つまたは 3 つの入力（設定可能）に制限で

きます。

4200 W AC または 6000 W AC 電源装置が 2 台の場合、 大 4 つの入力を使用できます。この機能に

より、電力の使用を 2 つまたは 3 つの入力に制限できます。電源装置の 1 つに障害が発生しても、電力

消費を小さい入力数に制限してあるので、電力の損失は発生しません。

複合モードの電力維持機能を設定するには、次の作業を行います。

220 V + 220 V、反対側で 220 V 2200 40 4700 5500

両方で 220 V + 220 V 2200 40 6200 7600

表 12-7 4200 W AC 電源装置の複合モードでの出力 （続き）

電源装置 12 V 3.3 V -50 V 大

表 12-8 6000 W AC 電源装置の冗長モードでの出力

電源装置 12 V 3.3 V -50 V 合計

110 V 850 40 922 1050

110 V + 110 V または 220 V 1700 40 1850 2100

220 V + 220 V 2200 40 4800 6000

表 12-9 6000 W AC 電源装置の複合モードでの出力

電源装置 12 V 3.3 V -50 V 大

両方（ベイ）で 110 V 1400 40 1670 1700

110 V + 110 V、反対側で 110 V 2360 40 2560 2800

両方で 110 V + 110 V 3090 40 3360 3700

両方で 220 V 4000 40 4360 5400

220 V + 220 V、反対側で 220 V 4000 40 6600 6200

両方で 220 V + 220 V 4000 40 8700 10900
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4 つの「良好」な入力（220 V）で max inputs 3 を設定し、7600 W ではなく 5500 W にユーザを制限

し、1 台のサブユニットに障害が発生するか、電源がオフになった場合、5500 W の 3 つの高品質入力

が提供され、シャーシには、障害イベント前と同じレートで電源が供給されます。

Switch# configuration terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)# power redundancy combined max inputs 3
Switch(config)# end
Switch#
14:32:01: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

次に、この機能が起動される前の show power コマンドの出力を示します。

Switch# show power
sh power
Power                                             Fan      Inline
Supply  Model No          Type       Status       Sensor   Status
------  ----------------  ---------  -----------  -------  -------
PS1     PWR-C45-4200ACV   AC 4200W   good         good     good   
PS1-1                         110V   good         
PS1-2                         110V   good         
PS2     PWR-C45-4200ACV   AC 4200W   good         good     good   
PS2-1                         110V   good         
PS2-2                         110V   good         

Power supplies needed by system    : 1
Power supplies currently available : 2

Power Summary                      Maximum
 (in Watts)              Used     Available
----------------------   ----     ---------
System Power (12V)        140        1360
Inline Power (-50V)         0        1850
Backplane Power (3.3V)      0          40
----------------------   ----     ---------
Total                     140 (not to exceed Total Maximum Available = 2100)

次に、この機能を呼び出した後の出力を示します。連結モードについては、前述しました。

 show power コマンドの出力では Power supplies needed = 2 と表示されていましたが、複合モードは

現在、Power supplies needed by system: 2 Maximum Inputs = 3 と表示されます。

Switch# show power
sh power
Power                                             Fan      Inline
Supply  Model No          Type       Status       Sensor   Status
------  ----------------  ---------  -----------  -------  -------
PS1     PWR-C45-4200ACV   AC 4200W   good         good     good   

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal コンフィギュレーション モードを開始しま

す。

ステップ 2 Switch(config)# power redundancy combined max 
inputs {2 | 3}

電力の使用を 2 つまたは 3 つの入力へ制限

します。

（注） コマンドの 大入力部分は、4200 W 
AC または 6000 W AC 以外の電源装

置すべてに対しては無視されます。

ステップ 3 Switch(config)# end コンフィギュレーション モードを終了しま

す。
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PS1-1                         110V   good         
PS1-2                         110V   good         
PS2     PWR-C45-4200ACV   AC 4200W   good         good     good   
PS2-1                         110V   good         
PS2-2                         110V   good         

Power supplies needed by system    : 2 Maximum Inputs = 3 
Power supplies currently available : 2

Power Summary                      Maximum
 (in Watts)              Used     Available
----------------------   ----     ---------
System Power (12V)        140        2400
Inline Power (-50V)         0        2000
Backplane Power (3.3V)      0          40
----------------------   ----     ---------
Total                     140 (not to exceed Total Maximum Available = 2728)

Switch#

1400 W DC 電源装置に関する特記事項

注意 1400 W DC 電源装置は、他のいかなる電源装置とも併用できません。ホット スワップやその他の

短期間の緊急の場合でも併用しないでください。併用するとスイッチが重大な損傷を受ける場合が

あります。

Catalyst 4500 シリーズ スイッチで 1400 W DC 電源装置を使用する場合は、次の注意事項を考慮して

ください。

• 1400 W DC 電源装置では、さまざまな DC 電源が使用できます。DC 入力は、300 ～ 7500 W の範

囲内で変更することがあります。詳細については、電源装置のマニュアルを参照してください。

• スーパーバイザ エンジンは、1400 W DC 電源装置に接続された DC 電源を検出できません。1400 
W DC 電源装置を使用する場合、power dc input コマンドを使用して DC 入力電源を設定してくだ

さい。このコマンドの詳細については、「電源装置への DC 入力の設定」（P.12-18）を参照してく

ださい。

• ソフトウェアはシステム電力（モジュール、バックプレーン、およびファン）と PoE を自動的に

調整します。PoE の効率は 96% ですが、システム電力は 75% の効率しかありません。たとえば、

120 W のシステム電力には、DC 入力から 160 W が必要です。この要件は、show power 
available コマンド出力の Power Used カラムに反映されています。

• 1400 W DC 電源装置は、PoE 用の電源オン /オフ スイッチを別個に備えています。電源装置ファ

ンのステータスおよび主電源のステータスは、連動しています。どちらか一方が故障すると、電源

装置とファンの両方が不良 /オフとしてレポートします。インライン スイッチの電源を投入する前

に、主電源がオンになっていることを確認する必要があります。さらに、主電源を切断する前に、

インライン スイッチの電源がオフになっていることを確認する必要があります。

電源装置への DC 入力の設定

1400 W DC 電源装置または電源シェルフに DC 入力パワーを設定するには、次の作業を行います。
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同一の設定が、両方の電源スロットに適用されます。たとえば、dc power input を 
1000 W に設定した場合、スイッチはスロット 1 とスロット 2（存在する場合）の両方の外部 DC 電源

として 1000 W を要求します。

次に、外部 DC 電源装置を 1000 W に設定する例を示します。

Switch# configure terminal
Switch (config)# power dc input 1000
Switch (config)# end
Switch#

1400 W DC SP 電源装置を複合モードで使用する場合、入力が一致する必要はありません。

1400 W DC SP トリプル入力電源装置に関する特記事項

1400 W DC 電源装置とは異なり、1400 W DC SP 電源装置にはサブモジュール（複数の入力）が含ま

れており、電源のオン /オフを行うことができるようになっています。Cisco IOS Release 12.2(25) EW 
では、 show power コマンドは、コマンドの出力が、次のようにサブモジュールのステータスが表示さ

れるように修正されています。

Switch# show power
Power                                             Fan      Inline
Supply  Model No          Type       Status       Sensor   Status
------  ----------------  ---------  -----------  -------  ------
PS1     PWR-C45-1400DC    DCSP1400W  good         good     n.a.
PS1-1                     12.5A      good
PS1-2                     15.0A      bad
PS1-3                     15.0A      off

PS2     none              --         --           --       --

Catalyst 4500 シリーズ スイッチで 1400 W DC SP 電源装置を使用する場合は、次の注意事項に従って

ください。

• 2 本の 48 V 電力レールを使用して 2 つの電源装置を動かす場合は、クロスワイヤリングを使用し

て電源装置をレールに接続し、 初の電源投入中に引き込まれる突入電流を 小限に抑えることが

できます。この状況では、スイッチを複合モードに設定してからレールをメンテナンス用にダウン

します。

• 通常の場合、冗長性を設定するときは、2 つの電源装置が「一致」する必要があります（入力が同

一）。たとえば、PS1 および PS2 の両方で、入力 1 および 3 に電力を供給します。起動時に電源装

置が一致していない場合は、右側の（第 2）電源装置が errdisable 状態になります。

一致した冗長電源装置設定で電源装置のサブモジュールが故障した場合は、もう一方の（正常な）電源

装置がすべての機能に電力を供給します。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal コンフィギュレーション モードを開始しま

す。

ステップ 2 Switch(config)# power dc input watts DC 入力電源の容量を設定します。

ステップ 3 Switch(config)# end コンフィギュレーション モードを終了しま

す。
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モジュールの電源切断 
スイッチに搭載されたすべてのモジュールに供給する十分な電力がシステムにない場合は、モジュール

の電源を切断して、低電力モードにできます。モジュールの電源を切断するには、次の作業を行いま

す。

電源が切断されたモジュールに電源を投入するには、次の作業を行います。

次に、モジュール 6 の電源を切断する例を示します。

Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)# no hw-module module 6 power
Switch(config)# end
Switch#

（注） no hw-mod mod x power コマンドを入力し、ラインカードの OIR を行った後に、設定は、適用される

シャーシのスロットに対して引き続き有効です。アクティブ スーパーバイザ エンジンとスタンバイ 
スーパーバイザ エンジンでは、同じ動作が生じます。

Catalyst 4948 スイッチの電源管理

スイッチに十分な電力を確実に供給できるようにするため、AC または DC 電源装置を選択できます。

Catalyst 4948 スイッチでは、次の電源装置を使用できます。

• 300 W AC 

• 300 W DC 

この電源装置には、Catalyst 4500 シリーズ スイッチとの互換性がありません。Power over Ethernet
（PoE; イーサネット経由の電源供給）は Catalyst 4948 スイッチではサポートされていないため、制限

されたワット数だけが必要です。PoE の詳細については、第 13 章「Power over Ethernet（PoE）の設

定」を参照してください。スイッチに電源装置を取り付けると、電源が投入されていない場合でもシス

テム ソフトウェアによって電源装置の EEPROM が読み込まれます。AC 電源装置と DC 電源装置は併

用できます。

Catalyst 4948 スイッチの電源管理モード

Catalyst 4948 スイッチでは、冗長電源管理モードをサポートします。このモードでは、2 台の電源装置

が正常に動作している場合、各電源装置は常に必要な総システム電力の 20 と 80 ～ 45 と 55% を供給

します。一方の電源装置が故障した場合、もう一方の装置は必要な総電力の 100% まで増加させます。

コマンド 目的

Switch(config)# no hw-module module num power 指定されたモジュールを低電力モードにし

て、そのモジュールへの電源を切断します。

コマンド 目的

Switch(config)# hw-module module num power 指定されたモジュールに電源を投入します。
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（注） この章を読み進める前に、『Catalyst 4500 Series Installation Guide』の「Preparing for Installation」に

目を通してください。Power over Ethernet（PoE）の導入によって電気負荷と熱が加わっても、それに

対応する十分な電力と冷却装置が設置場所にあることを確認してください。

この章では、Catalyst 4500 シリーズ スイッチで Power over Ethernet（PoE）を設定する方法について

説明します。

この章の内容は、次のとおりです。

• 「Power over Ethernet について」（P.13-2）

• 「電力管理モード」（P.13-3）

• 「インターフェイス上の受電デバイスに対する消費電力量の設定」（P.13-5）

• 「インターフェイスの動作ステータスの表示」（P.13-7）

• 「すべての PoE 検出および削除イベントの表示」（P.13-8）

• 「モジュールで消費される PoE の表示」（P.13-8）

• 「PoE ポリシングおよびモニタリング」（P.13-12）

• 「E シリーズ シャーシにおける Enhanced Power PoE のサポート」（P.13-16）

（注） この章で使用するスイッチ コマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL で『Cisco 
Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』と関連資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products//hw/switches/ps4324/index.html

『Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』に掲載されていないコマンドについては、より詳

細な Cisco IOS ライブラリを参照してください。次の URL でCisco IOS コマンド リファレンスと関連

資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html
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Power over Ethernet について
Catalyst 4500 シリーズ スイッチは、シスコ先行標準 Power over Ethernet（PoE）および IEEE 802.3af 
準拠（2003 年に承認）の両方に関する PoE をサポートします。PoE は、すべての Catalyst 4500 シ
リーズ スイッチ シャーシでサポートされ、PoE モジュールおよび電源装置を必要とします。使用可能

な PoE 電力量は、個々の電源装置の PoE 容量により異なります。PoE のサポートにより、システムが

インライン装置（IP Phone、IP ビデオ フォン、および標準の銅ケーブル接続（カテゴリ 5、5e、6 の
ケーブル接続）上のワイヤレス アクセス ポイントなど）に電力供給できるようになります。

また、PoE により個々の PoE 対応装置に壁面コンセントを準備する必要がなくなります。これにより、

接続されたデバイスに必要な追加の電気配線のコストが削減されます。さらに、PoE は単一の電源シ

ステム上のクリティカル デバイスを分離し、UPS バックアップがすべてのシステムをサポートできる

ようにします。

通常、Catalyst 4500 シリーズ スイッチは 2 つの配置シナリオのいずれかで配置されます。 初のシナ

リオはデータ専用で、スイッチおよび対応モジュールを稼働させる電力が必要となります。2 番めのシ

ナリオは、接続されたデバイスがイーサネット ポートから受電する配置で、データおよび PoE（「イン

ライン パワー」とも呼ばれる）をサポートします。

Catalyst 4500 シリーズ スイッチは、受電デバイスが PoE モジュールに接続されているかどうかを感知

できます。回路に電力がない場合は、受電デバイスに PoE が供給されます。（回路上に電力がある場合

は供給されません）。受電デバイスを AC 電源に接続して、音声回路に独自の電力を供給することもで

きます。

（注） Cisco Power Calculator を使用して、必要な PoE 量を選択する必要があります。Cisco Power 
Calculator には次の URL からアクセスしてください。

http://www.cisco.com/en/US/products//hw/switches/ps4324/index.html

http://tools.cisco.com/cpc/

ハードウェア要件

PoE を使用してデバイスに電力を供給するには、シャーシでは表 13-1 に示す電源装置を少なくとも 1 
つ使用し、表 13-1 に示すスイッチング モジュールの少なくとも 1 つにデバイスを接続します。

表 13-1 ハードウェア要件

スイッチング モジュール 電源モジュール

WS-X4148-RJ45V PWR-C45-1300ACV=

WS-X4224-RJ45V PWR-C45-1400DCV=

WS-X4248-RJ21V PWR-C45-2800ACV=

WS-X4248-RJ45V PWR-C45-4200ACV=

WS-X4506-GB-T

WS-X4524-GB-RJ45V

WS-X4548-RJ45V+

WS-X4548-GB-RJ45V

http://www.cisco.com/en/US/products//hw/switches/ps4324/index.html
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電力管理モード
エンド ステーションに PoE を供給できるモジュールがスイッチに組み込まれている場合は、そのエン

ド ステーションが電力を必要とするときに PoE を自動的に検出して適用するように、モジュール上の

各インターフェイスを設定できます。

Catalyst 4500 シリーズ スイッチには、3 つの PoE モードがあります。

• auto：PoE インターフェイス。スーパーバイザ エンジンは、スイッチング モジュールが電話機を

検出し、スイッチに十分な電力がある場合にだけ、インターフェイスに電力を投入するようにス

イッチング モジュールに指示します。インターフェイス上の 大ワット数を指定できます。ワッ

ト数を指定しなかった場合は、ハードウェアでサポートされている 大値を超える電力が供給され

ません。このモードでは、インターフェイスが PoE の供給に対応していなくとも影響はありませ

ん。

• static：ハイ プライオリティの PoE インターフェイス。スーパーバイザ エンジンは、何も接続さ

れていない場合でも、インターフェイスに電力を事前に割り当て、電力がインターフェイスに供給

されることを保証します。インターフェイス上の 大ワット数を指定できます。ワット数を指定し

ない場合、スイッチはハードウェアでサポートされる 大値を事前に割り当てます。スイッチ上に

割り当てに十分な電力が存在しない場合は、コマンドが失敗します。スーパーバイザ エンジンは、

スイッチング モジュールが受電デバイスを検出した場合にだけ、インターフェイスに電力を投入

するようにスイッチング モジュールに指示します。

• never：データ インターフェイスのみ。スーパーバイザ エンジンは、電力が供給されていない電話

機が接続されている場合でも、インターフェイスに電力を投入しません。このモードは、電力が 
PoE 対応インターフェイスに適用されないようにする場合に限り必要です。

スイッチは 802.3af 準拠 PoE モジュールの実際の PoE 消費電力を測定できます。この測定値は show 
power module コマンドの出力に表示されます。

WS-X4148-RJ45V PoE モジュールでは、PoE の消費電力を測定できません。PoE を計算する場合は常

に、このモジュールの PoE 消費電力が管理上の PoE と等しいと推定します。

詳細については、「モジュールで消費される PoE の表示」（P.13-8）を参照してください。 

ほとんどのユーザに対しては、デフォルトの「auto」設定が十分に機能し、プラグアンドプレイ機能が

提供されます。それ以上の設定は必要ありません。ただし、インターフェイスのプライオリティを高く

する場合、データ専用にする場合、 大ワット数を指定する場合は、次の作業を行います。

WS-X4648-RJ45V-E

WS-X4648-RJ45V+E

表 13-1 ハードウェア要件 （続き）

スイッチング モジュール 電源モジュール
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（注） PoE 未対応インターフェイスについて自動検出と電源供給を設定すると、エラー メッセージが表示さ

れ、設定が無効であることが示されます。

次に、インターフェイスを通じて PoE を自動検出し、電力を供給するようにファスト イーサネット イ
ンターフェイス 4/1 を設定し、PoE 設定を確認する例を示します。

Switch# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)# interface fastethernet 4/1 
Switch(config-if)# power inline auto
Switch(config-if)# end
Switch# show power inline fastethernet 4/1
Available:677(w)  Used:11(w)  Remaining:666(w)

Interface Admin  Oper            Power(Watts)     Device              Class
                            From PS    To Device                    
--------- ------ ---------- ---------- ---------- ------------------- -----
Fa4/1     auto   on         11.2       10.0       Ieee PD             0    

Interface  AdminPowerMax   AdminConsumption    
             (Watts)           (Watts)           
---------- --------------- --------------------  
Fa4/1                 15.4                 10.0
Switch# 

次に、インターフェイスを通じて電力を供給しないようにインターフェイスを設定する例を示します。

Switch# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)# interface fastethernet 5/2 
Switch(config-if)# power inline never

コマンド 目的

ステップ 1 Switch(config)# interface {fastethernet | 
gigabitethernet} slot/port 

設定するインターフェイスを選択します。

ステップ 2 Switch(config-if)# power inline {auto [max 
milli-watts] | never | static [max 
milli-watts]}

auto キーワードは、インターフェイスが受電デバイスを自

動検出し、電力を供給するように設定します。これはデ

フォルト設定です。

static キーワードは、インターフェイスを auto より高いプ

ライオリティに設定します。

必要であれば、max キーワードを使用して、インターフェ

イスの 大ワット数を指定します（ほとんどのスイッチン

グ モジュールで 4000 ～ 15400 ミリワット。Cisco IOS 
release 12.2(44)SG 以降、WS-X4648-RJ45V+E はポートご

とに 大 30 W を利用可能で、WS-X4648-RJ45V-E は 大 
20 W を利用可能です。詳細については、「E シリーズ 
シャーシにおける Enhanced Power PoE のサポート」（P.16）
を参照してください）。

PoE 対応インターフェイスの検出と電力供給をディセーブ

ルにするには、never キーワードを使用します。

ステップ 3 Switch(config-if)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 4 Switch# show power inline {fastethernet | 
gigabitethernet} slot/port 

スイッチの PoE ステートを表示します。
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Switch(config-if)# end
Switch#

インテリジェントな電源管理

すべての Catalyst 4500 PoE 対応モジュールは、インテリジェントな電源管理を使用して各インター

フェイスに電力供給します。Powered Device（PD; 受電デバイス）が PoE 対応ポートに接続されてい

る場合は、そのポートで PD とそれに応じた供給電力が検出されます。シスコ製の PD が使用されてい

る場合、スイッチおよび PD は Cisco Discovery Protocol パケットを使用して電力をネゴシエートして、

PD が必要とする電力量を正確に判断します。PD が 802.3af 準拠の場合、802.3af クラスにより命令さ

れた内容と PD が実際に必要とする内容の相違分は、その他の装置で使用されるようパワー バジェッ

トに戻されます。このように、電力ネゴシエーションによりカスタマーはパワー バジェットを拡張し、

より効果的に使用できるようになります。

また、電力ネゴシエーションにより、新しいシスコ製の受電デバイスとシスコの古いレガシー PoE 対
応ポートとの相互連用が可能になります。新しいシスコ製 PD は、スイッチ ポートが提供可能な電力

しか消費しません。

インターフェイス上の受電デバイスに対する消費電力量の設
定

デフォルトでは、スイッチがインターフェイス上で受電デバイスを検出する場合、受電デバイスはポー

トが供給できる 大電力を消費すると想定します（レガシー PoE モジュールでは 7 W、Cisco IOS 
Release 12.2(18)EW で導入された IEEE PoE モジュールでは 15.4 W）。スイッチが受電デバイスから 
CDP パケットを受信すると、この装置で必要な電力までワット数を自動的に低下させます。通常、こ

の自動調整は十分機能し、追加設定は不要であり、推奨されません。ただし、特定のインターフェイス

がスイッチから追加機能を提供するために、受電デバイスの電力消費量を指定できます。この動作は、

CDP がディセーブルまたは使用できない場合に便利です。

（注） 手動で受電デバイスの電力消費量を設定する場合、スイッチと受電デバイスの間のケーブルによる電力

損失を計上する必要があります。

（注） inline power consumption コマンドは、IEEE/Cisco 電話検出および CDP/LLDP 電力ネゴシエーショ

ンによりポートに割り当てられた電力を上書きします。システムの安全な動作を保証するために、ここ

で設定した値が接続デバイスの実際の電力要件以上であることを確認します。インライン受電デバイス

によって供給される電力が電源装置の容量を超過した場合は、電源装置を作動させることがあります。



13-6
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-25340-01-J

第 13 章      Power over Ethernet（PoE）の設定

インターフェイス上の受電デバイスに対する消費電力量の設定

単一の受電デバイスの電力消費量を変更するには、次の作業を行います。

次に、検出された装置の 802.3af クラスまたは受電デバイスで受信した CDP パケットの命令にかかわ

らず、インターフェイス gi 7/1 の PoE 電力消費量を 5000 ミリワットに設定する例を示します。設定の

あとでは、インターフェイス gi 7/1 の PoE 電力消費量を確認しています。

次の出力には、インターフェイスの初期電力消費量が表示されます。

Switch# show power inline gi 7/1
Available:627(w)  Used:267(w)  Remaining:360(w)
 
Interface Admin  Oper            Power(Watts)     Device              Class
                            From PS    To Device                    
--------- ------ ---------- ---------- ---------- ------------------- -----
 
Gi7/1     auto   on         7.9        7.0        IP Phone 7941       3    
 
Interface  AdminPowerMax   AdminConsumption    
             (Watts)           (Watts)           
---------- --------------- --------------------  
 
Gi7/1                 15.4                 15.4

Switch# config terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)# int gi 7/1
Switch(config-if)# power inline consumption 5000
Switch(config-if)# exit
Switch(config)# exit

次の出力には、インターフェイスに対する power inline consumption コマンドの入力後の電力消費量

が表示されます。

Switch# show power inline gi 7/1
Available:627(w)  Used:265(w)  Remaining:362(w)
 
Interface Admin  Oper            Power(Watts)     Device              Class
                            From PS    To Device                    
--------- ------ ---------- ---------- ---------- ------------------- -----

Gi7/1     auto   on         5.6        5.0        Ieee PD             3    
 

コマンド 目的

ステップ 1 Switch(config)# interface {fastethernet | 
gigabitethernet} slot/port 

設定するインターフェイスを選択します。

ステップ 2 Switch(config-if)# [no] power inline 
consumption milli-watts 

特定のインターフェイスに接続された受電デバイスの PoE 
電力消費量（ミリワット単位）を設定します。電力消費量

の許容範囲は、4000 ～ 15,400 です。

電力消費量の自動調整を再びイネーブルにするには、no 
キーワードを使用するか、または 15,400 ミリワットを指定

します。

ステップ 3 Switch(config-if)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 4 Switch# show power inline consumption 
{fastethernet | gigabitethernet} slot/port

インターフェイスの PoE 電力消費量を表示します。
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Interface  AdminPowerMax   AdminConsumption    
             (Watts)           (Watts)           
---------- --------------- --------------------  
 
Gi7/1                 15.4                  5.0

インターフェイスの動作ステータスの表示
各インターフェイスには、インターフェイスの PoE ステータスを反映する動作ステータスがあります。

インターフェイスの動作ステータスは次のように定義されています。

• on：ポートによって電力が供給されています。

• off：ポートによって電力が供給されていません。受電デバイスが外部電源を使用してインター

フェイスに接続されている場合、スイッチはこの受電デバイスを認識しません。show power 
inline コマンド出力の「Device」列には、n/a と表示されます。

• Power-deny：スーパーバイザ エンジンの電力が不足しているため、ポートに電力を割り当てるこ

とができないか、ポートに設定された電力が必要とする電力より少ないので、ポートが電力を供給

していません。

• err-disable：スタティック モードで設定された接続デバイスにポートが電力を供給できません。

• faulty：ポートが診断テストに失敗しました。

インターフェイスの動作ステータスを表示するには、show power inline コマンドを使用します。

次に、モジュール 3 上のすべてのインターフェイスの動作ステータスを表示する例を示します。

Switch# show power inline module 3
Available:677(w)  Used:117(w)  Remaining:560(w)

Interface Admin  Oper            Power(Watts)     Device              Class
                            From PS    To Device                    
--------- ------ ---------- ---------- ---------- ------------------- -----

Fa3/1     auto   on         17.3       15.4       Ieee PD             0    
Fa3/2     auto   on         4.5        4.0        Ieee PD             1    
Fa3/3     auto   on         7.1        6.3        Cisco IP Phone 7960 0    
Fa3/4     auto   on         7.1        6.3        Cisco IP Phone 7960 n/a  
Fa3/5     auto   on         17.3       15.4       Ieee PD             0    
Fa3/6     auto   on         17.3       15.4       Ieee PD             0    
Fa3/7     auto   on         4.5        4.0        Ieee PD             1    
Fa3/8     auto   on         7.9        7.0        Ieee PD             2    
Fa3/9     auto   on         17.3       15.4       Ieee PD             3    
Fa3/10    auto   on         17.3       15.4       Ieee PD             4    
Fa3/11    auto   off        0          0          n/a                 n/a  
Fa3/12    auto   off        0          0          n/a                 n/a  
Fa3/13    auto   off        0          0          n/a                 n/a  
Fa3/14    auto   off        0          0          n/a                 n/a  
Fa3/15    auto   off        0          0          n/a                 n/a  
Fa3/16    auto   off        0          0          n/a                 n/a  
Fa3/17    auto   off        0          0          n/a                 n/a  
Fa3/18    auto   off        0          0          n/a                 n/a  
          
--------- ------ ---------- ---------- ---------- ------------------- -----

Totals:          10   on    117.5      104.6 
Switch# 
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次に、ファスト イーサネット インターフェイス 4/1 の動作ステータスを表示する例を示します。

Switch# show power inline fa4/1
Available:677(w)  Used:11(w)  Remaining:666(w)

Interface Admin  Oper            Power(Watts)     Device              Class
                            From PS    To Device                    
--------- ------ ---------- ---------- ---------- ------------------- -----

Fa4/1     auto   on         11.2       10.0       Ieee PD             0    

Interface  AdminPowerMax   AdminConsumption    
             (Watts)           (Watts)           
---------- --------------- --------------------  

Fa4/1                 15.4                 10.0
Switch# 

すべての PoE 検出および削除イベントの表示
Cisco IOS Release 15.0(2) SG2/XE 3.2.2SG 以降、Catalyst 4500 シリーズ スイッチでは、すべての 
PoE 検出および削除イベントを表示できます。

PoE イベント ロギングをイネーブルにするには、power inline logging global コマンドを使用します。

Switch# conf terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# power inline logging global
Switch(config)# int gigabitEthernet 5/5
Switch(config-if)# shut
Switch(config-if)#
*Oct 17 12:02:48.407: %ILPOWER-5-IEEE_DISCONNECT: Interface Gi5/5: PD removed
Switch(config-if)# no shut
Switch(config-if)#
*Oct 17 12:02:54.915: %ILPOWER-7-DETECT: Interface Gi5/5: Power Device detected: IEEE PD

モジュールで消費される PoE の表示
Catalyst 4500 シリーズ スイッチは、802.3af 準拠 PoE モジュールの実際の PoE 消費電力を測定できま

す。show power module および show power detail コマンドを使用してこの消費電力を確認できます。

PoE を計算する場合は常に、WS-X4148-RJ45V モジュールの PoE 消費電力が管理上の PoE と等しい

と推定します。

802.3af 準拠 PoE モジュールは、Field Programmable Gate Array（FPGA）やモジュールのその他の

ハードウェア コンポーネントに電力を供給する場合、 大で 20 W の PoE を消費することがあります。

スイッチに接続された PD に十分な電力が供給されるように、802.3af 準拠 PoE モジュールごとに PoE 
所要電力に少なくとも 20 W を追加してください。
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次に、show power module コマンドを使用して 802.3af 準拠モジュールの PoE 消費電力を表示する例

を示します。

Switch# show power module

Watts Used of System Power (12V)
Mod   Model               currently  out of reset  in reset
----  -----------------   ---------  ------------  --------
 1    WS-X4013+TS             330         330         330
 2    WS-X4548-GB-RJ45V       60          60          20
 3    WS-X4548-GB-RJ45V       60          60          20
 --   Fan Tray                30          --          --
-----------------------   ---------  ------------   -------
       Total                 480         450         370

                        Watts used of Chassis Inline Power (-50V)
                        Inline Power Admin  Inline Power Oper
Mod   Model                PS     Device       PS     Device     Efficiency
----  -----------------  ----------------    ----------------    ----------
 2    WS-X4548-GB-RJ45V    138      123         73       65          89
 3    WS-X4548-GB-RJ45V      0        0         22       20          89
-----------------------  ----------------    ----------------    ----------
       Total               138      123         95       85

                        Watts used of Module Inline Power (12V -> -50V)
                        Inline Power Admin  Inline Power Oper
Mod   Model                PS     Device       PS     Device     Efficiency
----  -----------------  ----------------    ----------------    ----------
 1    WS-X4013+TS         128      128         63       63         100
-----------------------  ----------------    ----------------    ----------

Switch# 

「Inline Power Oper」カラムには、モジュールに接続された受電デバイスで消費される PoE、および 
FPGA やモジュール上のその他のハードウェア コンポーネントで消費される PoE が表示されます。

「Inline Power Admin」カラムには、モジュールに接続された受電デバイスによって割り当てられた 
PoE だけが表示されます。

（注） モジュールに受電デバイスが接続されていない場合でも、802.3af 準拠モジュールで稼働している PoE 
の消費電力が 0 にならないことがあります。これは、FPGA やモジュール上のその他のハードウェア 
コンポーネントで PoE が消費されるためです。また、ハードウェア コンポーネントで消費される PoE 
は一定でないため、稼働中の PoE が変動することがあります。

次に、show power detail および show power inline コマンドを使用して 802.3af 準拠モジュールの 
PoE 消費電力を表示する例を示します。

Switch# show power detail 

Power                                             Fan      Inline
Supply  Model No          Type       Status       Sensor   Status
------  ----------------  ---------  -----------  -------  -------
PS1     PWR-C45-1300ACV   AC 1300W   good         good     good   
PS2     none              --         --           --       --     

Power supplies needed by system    : 1
Power supplies currently available : 1
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Power Summary                      Maximum
 (in Watts)              Used     Available
----------------------   ----     ---------
System Power (12V)        480        1000
Inline Power (-50V)       138         800
Backplane Power (3.3V)      0           0
----------------------   ----     ---------
Total                     618 (not to exceed Total Maximum Available = 1300)

Module Inline Power Summary (Watts)
(12V -> -48V on board conversion)
---------------------------------
                    Maximum
Mod      Used      Available
---      ----      ---------
1         128            158
---      ----      ---------

                           Watts Used of System Power (12V)
Mod   Model               currently  out of reset  in reset
----  -----------------   ---------  ------------  --------
 1    WS-X4013+TS            330         330         330
 2    WS-X4548-GB-RJ45V       60          60          20
 3    WS-X4548-GB-RJ45V       60          60          20
 --   Fan Tray                30          --          --
-----------------------   ---------  ------------   -------
       Total                 480         450         370

                        Watts used of Chassis Inline Power (-50V)
                        Inline Power Admin  Inline Power Oper
Mod   Model                PS     Device       PS     Device     Efficiency
----  -----------------  ----------------    ----------------    ----------
 2    WS-X4548-GB-RJ45V    138      123         73       65          89
 3    WS-X4548-GB-RJ45V      0        0         22       20          89
-----------------------  ----------------    ----------------    ----------
       Total               138      123         95       85

                        Watts used of Module Inline Power (12V -> -50V)
                        Inline Power Admin  Inline Power Oper
Mod   Model                PS     Device       PS     Device     Efficiency
----  -----------------  ----------------    ----------------    ----------
 1    WS-X4013+TS          128      128         64       64         100
-----------------------  ----------------    ----------------    ----------

Switch# show power inline g1/1
Module 1 Inline Power Supply: Available:158(w)  Used:128(w)  Remaining:30(w)

Interface Admin  Oper            Power(Watts)     Device              Class
                            From PS    To Device                    
--------- ------ ---------- ---------- ---------- ------------------- -----

Gi1/1     auto   on         10.3       10.3       CNU Platform        3    

Interface  AdminPowerMax   AdminConsumption    
             (Watts)           (Watts)           
---------- --------------- --------------------  

Gi1/1                 15.4                 15.4
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switch# show power inline g2/1
Chassis Inline Power Supply: Available:800(w)  Used:138(w)  Remaining:662(w)

Interface Admin  Oper            Power(Watts)     Device              Class
                            From PS    To Device                    
--------- ------ ---------- ---------- ---------- ------------------- -----

Gi2/1     auto   on         11.5       10.2       CNU Platform        n/a  

Interface  AdminPowerMax   AdminConsumption    
             (Watts)           (Watts)           
---------- --------------- --------------------  

Gi2/1                 15.4                 15.4

Switch# show power inline module 1
Module 1 Inline Power Supply: Available:158(w)  Used:128(w)  Remaining:30(w)

Interface Admin  Oper            Power(Watts)     Device              Class
                            From PS    To Device                    
--------- ------ ---------- ---------- ---------- ------------------- -----

Gi1/1     auto   on         10.3       10.3       CNU Platform        3    
Gi1/2     auto   on         10.3       10.3       CNU Platform        3    
Gi1/3     auto   on         10.3       10.3       CNU Platform        3    
Gi1/4     auto   on         10.3       10.3       CNU Platform        3    
Gi1/5     auto   on         10.3       10.3       CNU Platform        3    
Gi1/6     auto   on         10.3       10.3       CNU Platform        3    
Gi1/7     auto   on         10.3       10.3       CNU Platform        3    
Gi1/8     auto   on         10.3       10.3       CNU Platform        3    
Gi1/9     auto   on         10.3       10.3       CNU Platform        3    
Gi1/10    auto   on         15.4       15.4       Cisco/Ieee PD       3    
Gi1/11    auto   on         10.3       10.3       CNU Platform        3    
Gi1/12    auto   on         10.3       10.3       CNU Platform        3    
--------- ------ ---------- ---------- ---------- ------------------- -----

Totals:          12   on    128.2      128.2     
switch# 

switch# show power inline module 2
Chassis Inline Power Supply: Available:800(w)  Used:138(w)  Remaining:662(w)
Interface Admin  Oper            Power(Watts)     Device              Class
                            From PS    To Device                    
--------- ------ ---------- ---------- ---------- ------------------- -----

Gi2/1     auto   on         11.5       10.2       CNU Platform        n/a  
Gi2/2     auto   on         11.5       10.2       CNU Platform        n/a  
Gi2/3     auto   on         11.5       10.2       CNU Platform        n/a  
Gi2/4     auto   on         11.5       10.2       CNU Platform        n/a  
Gi2/5     auto   off        0.0        0.0        n/a                 n/a  
Gi2/6     auto   off        0.0        0.0        n/a                 n/a  
Gi2/7     auto   off        0.0        0.0        n/a                 n/a  
Gi2/8     auto   off        0.0        0.0        n/a                 n/a  
Gi2/9     auto   on         11.5       10.2       CNU Platform        3    
Gi2/10    auto   on         11.5       10.2       CNU Platform        n/a  
Gi2/11    auto   on         11.5       10.2       CNU Platform        n/a  
Gi2/12    auto   on         11.5       10.2       CNU Platform        n/a  
Gi2/13    auto   on         11.5       10.2       CNU Platform        3    
Gi2/14    auto   on         11.5       10.2       CNU Platform        3    
Gi2/15    auto   on         11.5       10.2       CNU Platform        3    
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Gi2/16    auto   on         11.5       10.2       CNU Platform        3    
Gi2/17    auto   off        0.0        0.0        n/a                 n/a  
Gi2/18    auto   off        0.0        0.0        n/a                 n/a  
Interface Admin  Oper            Power(Watts)     Device              Class
                            From PS    To Device                    
--------- ------ ---------- ---------- ---------- ------------------- -----

Gi2/19    auto   off        0.0        0.0        n/a                 n/a  
Gi2/20    auto   off        0.0        0.0        n/a                 n/a  
Gi2/21    auto   off        0.0        0.0        n/a                 n/a  
Gi2/22    auto   off        0.0        0.0        n/a                 n/a  
Gi2/23    auto   off        0.0        0.0        n/a                 n/a  
Gi2/24    auto   off        0.0        0.0        n/a                 n/a  
Gi2/25    auto   off        0.0        0.0        n/a                 n/a  
Gi2/26    auto   off        0.0        0.0        n/a                 n/a  
Gi2/27    auto   off        0.0        0.0        n/a                 n/a  
Gi2/28    auto   off        0.0        0.0        n/a                 n/a  
Gi2/29    auto   off        0.0        0.0        n/a                 n/a  
Gi2/30    auto   off        0.0        0.0        n/a                 n/a  
Gi2/31    auto   off        0.0        0.0        n/a                 n/a  
Gi2/32    auto   off        0.0        0.0        n/a                 n/a  
Gi2/33    auto   off        0.0        0.0        n/a                 n/a  
Gi2/34    auto   off        0.0        0.0        n/a                 n/a  
Gi2/35    auto   off        0.0        0.0        n/a                 n/a  
Gi2/36    auto   off        0.0        0.0        n/a                 n/a  
Gi2/37    auto   off        0.0        0.0        n/a                 n/a  
Gi2/38    auto   off        0.0        0.0        n/a                 n/a  
Gi2/39    auto   off        0.0        0.0        n/a                 n/a  
Gi2/40    auto   off        0.0        0.0        n/a                 n/a  
Interface Admin  Oper            Power(Watts)     Device              Class
                            From PS    To Device                    
--------- ------ ---------- ---------- ---------- ------------------- -----

Gi2/41    auto   off        0.0        0.0        n/a                 n/a  
Gi2/42    auto   off        0.0        0.0        n/a                 n/a  
Gi2/43    auto   off        0.0        0.0        n/a                 n/a  
Gi2/44    auto   off        0.0        0.0        n/a                 n/a  
Gi2/45    auto   off        0.0        0.0        n/a                 n/a  
Gi2/46    auto   off        0.0        0.0        n/a                 n/a  
Gi2/47    auto   off        0.0        0.0        n/a                 n/a  
Gi2/48    auto   off        0.0        0.0        n/a                 n/a  
--------- ------ ---------- ---------- ---------- ------------------- -----

Totals:          12   on    138.2      123.0 
Switch# 

PoE ポリシングおよびモニタリング

（注） この機能は、WS-X4548-RJ45V+、WS-X4648-RJ45V-E、および WS-X4648-RJ45V+E ラインカード

でサポートされます。

PoE ポリシングは、障害が発生しているインライン受電デバイスからスイッチを保護します。こうし

たインライン受電デバイスは設計上より多く電流を引き込むことがあります。装置がポートに接続され

ると、ラインカードは接続された装置のタイプを検出し、適切な電力量を割り当てます。また、PoE 
ポリシングしきい値を割り当てられた電力より 5% 多い値に設定します。装置がポリシングしきい値で
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指定されているより多くの電力を 1 秒を超えて消費すると、ポートはシャットダウンします。設定され

ているポリシング アクションに応じて、ポートは errdisable になるか、またはメッセージがコンソール

に保存されてポートが再起動します。

PoE モニタリングを使用すると、スイッチに接続されているインライン受電デバイスの正しい電力消

費量を表示でき、実際の電力消費量を確認できます。

ここでは、次の内容について説明します。

• 「PoE ポリシング モード」（P.13-13）

• 「インターフェイスでの電力ポリシングの設定」（P.13-13）

• 「インターフェイス上の電力ポリシングの表示」（P.13-14）

• 「errdisable 回復の設定」（P.13-15）

PoE ポリシング モード

PoE ポリシングには 2 つのモードがあります。このモードによって、インライン パワー ポリシング違

反のためにポートがシャットダウンしたあとでインターフェイスに対して行われる処理が決まります。

• Logging：エラー メッセージがコンソールに保存され、インターフェイスが再起動して、装置に電

源が投入されます。

• Errdisable（デフォルト）：エラー メッセージがコンソールに保存されるほか、ポートを再起動す

るか errdisable 自動回復メカニズムを設定するまでポートに接続されている装置がインライン パ
ワーを受け取らないようにインターフェイスは errdisable ステートになります。

（注） インライン電力のポリシング違反が発生し、ポートがシャットダウンしたあと、ポートが再起動すると 
PoE ポリシングは自動的に再び有効になります。接続されている装置が割り当てられた電力を再度超

えると、ポートはもう一度シャットダウンします。

インターフェイスでの電力ポリシングの設定

デフォルトのポリシング レベルは、（プライオリティ順に記載されている）検出方法および電力割り当

て方法によって決まります。

• 設定済み消費電力値（この値が存在する場合）

• CDP 割り当て値（CDP を使用するシスコ デバイス用）

• IEEE 検出によって割り当てられた電力（このメカニズムを使用するデバイス用）

デフォルトの PoE ポリシングを有効にするには、以下を入力します。

Switch# conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)# int g2/1
Switch(config-if)# power inline police
Switch(config-if)# end
Switch# show power inline police g2/1
Available:800(w)  Used:32(w)  Remaining:768(w)

Interface Admin  Oper       Admin      Oper       Cutoff Oper
          State  State      Police     Police     Power  Power
--------- ------ ---------- ---------- ---------- ------ -----
Gi2/1     auto   on         errdisable ok         17.2   16.7



13-14
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-25340-01-J

第 13 章      Power over Ethernet（PoE）の設定

PoE ポリシングおよびモニタリング

電力ポリシングのデフォルト アクションではポートを errdisable に設定します。上記の例に示されてい

るように、power inline police コマンドは power inline police action errdisable コマンドに相当しま

す。次に、ポリシング アクションのロギングを設定する例を示します。

Switch# conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)# int g2/1
Switch(config-if)# power inline police action log
Switch(config-if)# end
Switch# show power inline police g2/1
Available:800(w)  Used:32(w)  Remaining:768(w)

Interface Admin  Oper       Admin      Oper       Cutoff Oper
          State  State      Police     Police     Power  Power
--------- ------ ---------- ---------- ---------- ------ -----
Gi2/1     auto   on         log        ok         17.2   16.7

PD が割り当てられているより多くの電力を消費すると、ポートはシャットダウンし、次のような警告

メッセージがコンソールに表示されます。

WS-X4648-GB-RJ45V および WS-X4648-GB-RJ45V+ の場合

*Sep 12 09:15:28.583: %C4K_ETHPORTMAN-3-INLINEPOWEROVERDRAWN: Inline powered device 
connected on port Gi3/25 exceeded its policed threshold.

WS-X4548-RJ45V+ の場合

*Sep 26 09:23:21.355: %C4K_SWITCHMANAGER-3-INLINEPOWEROVERDRAWN: Inline powered device 
connected on port Gi2/1 exceeded its policed threshold.

ログ タイプのアクションの場合は、ポートは自身の再起動を行い、デバイスが再起動します。ポート

を errdisable ステートにするアクションの場合は、次のようなログ メッセージが表示されます。

*Sep 26 09:30:20.463: %PM-4-ERR_DISABLE: inline-power error detected on Gi2/1, putting 
Gi2/1 in err-disable state

Switch# show power inline police g2/1
Available:800(w)  Used:16(w)  Remaining:784(w)

Interface Admin  Oper       Admin      Oper       Cutoff Oper
          State  State      Police     Police     Power  Power
--------- ------ ---------- ---------- ---------- ------ -----
Gi2/1     auto   errdisable errdisable overdrawn  0.0    0.0

インターフェイス上の電力ポリシングの表示

インターフェイス、モジュール、またはシャーシ内のすべての PoE 対応ラインカードの電力ポリシン

グを表示できます。

次に、show power inline police コマンドの出力例を示します。

Switch# show power inline police
Available:623(w)  Used:6(w)  Remaining:617(w)

Interface Admin  Oper       Admin       Oper         Cutoff Oper
          State  State      Police      Police       Power  Power
--------- ------ ---------- ----------  ----------   ------ -----
Gi2/1     auto   off        none        n/a          n/a    0.0
Gi2/2     auto   on         none        n/a          n/a    16.7
Gi2/3     auto   off        errdisable  n/a          0.0    0.0
Gi2/4     auto   on         errdisable  ok           16.6   11.4
Gi2/5     auto   on         log         ok           16.6   11.2
Gi2/6     auto   on         errdisable  overdrawn    0.0    0.0
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次の表にインターフェイスとそのステートを示します。

グローバル レベルで show power inline コマンドを入力すると（show power inline police）、Oper 
Power フィールドに出力される 後の行にスイッチに接続されているすべての装置の正しいインライン 
パワー消費量が表示されます。

errdisable 回復の設定

デフォルトでは、インライン パワーの errdisable 自動回復はディセーブルです。インライン パワー ポ
リシング違反のためにインターフェイスが errdisable ステートになると、そのインターフェイスは 
errdisable ステートのままです。再起動するには、そのインターフェイスに shut および次に no shut を
入力する必要があります。

errdisable 自動回復メカニズムを使用すると、（タイマーが切れたあと）インターフェイスが errdisable 
ステートになると、errdisable ステートから回復するように、errdisable 回復用のタイマーを設定でき

ます。

errdisable 検出

次の例に示すように、インライン パワーの errdisable 検出はデフォルトでイネーブルです。

Switch# show errdisable detect
ErrDisable Reason    Detection    Mode
-----------------    ---------    ----
inline-power         Enabled      port

（注） 検出がディセーブルの場合（errdisable detect cause inline-power コマンドを使用）、ポートは電力ポ

リシングしきい値を超えたとき errdisable ステートになりません。

インターフェイス コンフィ

ギュレーション ステート

Gi2/1 PD は接続されておらず、ポリシングは設定されていません。

Gi2/2 PD が接続されていて、ポリシングは設定されていません。

Gi2/3 PD は接続されておらず、ポリシングが設定されています（PD 接続時

はイネーブルになります）。ポリシング アクションは errdisable です。

Gi2/4 PD が接続されていて、ポリシングが設定されています。設定済みポ

リシング アクションは errdisable です。ポートは現在ポリシング制限

内で動作しています。

Gi2/5 PD が接続されていて、ポリシングが設定されています。設定済みポ

リシング アクションは log です。ポートは現在ポリシング制限内で動

作しています。

Gi2/6 PD が接続されていて、ポリシングが設定されています。設定済みポ

リシング アクションは errdisable です。ポリシング済み電力レベルを

超過して引き出したため、ポートは現在 errdisable ステートです。
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errdisable 回復

インライン パワーの errdisable 回復はデフォルトでディセーブルです。errdisable 回復をイネーブルに

するには、errdisable detect cause line-power コマンドを入力します。

Switch# config terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)# errdisable detect cause inline-power
Switch(config)# end
Switch# show errdisable recovery
ErrDisable Reason            Timer Status
-----------------            --------------
-----------                  ----------
inline-power                 Enabled

E シリーズ シャーシにおける Enhanced Power PoE のサ
ポート

WS-X4648-RJ45V-E、WS-X4648-RJ45V+E、および WS-X4548-RJ45V+ スイッチング モジュール

は、IEEE 802.3af PoE およびシスコ独自のインライン パワー標準をサポートします。これは次のよう

にまとめられます。

Cisco IOS Release 12.2(44)SG では、WS-X4648-RJ45V+E ラインカードは IEEE 802.3at 標準もサポー

ト可能になり、ポートごとに 大 30 W 利用可能になりました。WS-X4648-RJ45V-E ラインカードも

大 20 W 利用可能です。WS-X4548-RJ45V+ スイッチング モジュールは、Cisco IOS Release 
12.2(50) SG でサポートされ、ポートごとに 大 30 W のインライン パワーを供給可能です。

これらのスイッチング モジュールでは power inline コマンドでの有効なミリワット範囲がモジュール

に対応して増加しています（次の表を参照）。

デフォルトの電力インライン設定で通常は十分で、高電力消費型のシスコの受電デバイス（たとえば、

Cisco AP1250 ワイヤレス アクセス ポイント）に対しても追加設定は不要です。高電力消費型のデバイ

スが WS-X4648-RJ45V-E や WS-X4648-RJ45V+E ラインカードのポートに接続されると、スイッチと

デバイスが CDP パケットを使用して電力をネゴシエートし、自動的にデバイスで必要となる電力量を

決定します。

構成要件や設計によって、power inline コマンドで特定の設定を指定します。

次に、検出された装置の 802.3af クラスまたは受電デバイスで受信した CDP パケットの指定に関係な

く、Gi 2/1 の PoE 割り当てに事前に 16500 ミリワットを割り当てる例を示します。

Switch# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# interface gigabitethernet 2/1
Switch(config-if)# power inline static max 16500
Switch(config-if)# end

ラインカード 標準 大電力 /ポート Cisco IOS リリース

WS-X4648-RJ45V-E IEEE 802.3af 

IEEE 802.3at

20 W 12.2(44)SG

WS-X4648-RJ45V+E IEEE 802.3af 

IEEE 802.3at

30 W 12.2(44)SG

WS-X4548-RJ45V+ IEEE 802.3af 

IEEE 802.3at

30 W 12.2(50)SG
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Switch#

Universal PoE の設定

（注） この機能は、Supervisor Engine 7-E および Supervisor Engine 7L-E だけで使用できます。

IEEE 802.at はポートごとに 大 30 W の電力を供給するだけですが、WS-X4748-UPOE+E モジュール

は信号ペア（線 1、2、3、6）付き RJ45 ケーブルのスペア ペア（線 4、5、7、8）を使用して 大 60 
W の電力を供給可能です。スペア ペアの電力がイネーブルにされるのは、スイッチ ポートおよびエン

ドデバイス自体が相互に CDP または LLDP を使用して Universal PoE（UPOE）対応であることを識

別し、エンドデバイスがスペア ペアの電力のイネーブル化を要求したときです。スペア ペアに給電す

ると、エンドデバイスは、CDP または LLDP を使用して、スイッチから 大 60 W 電力をネゴシエー

トできます。

エンドデバイスが信号ペアおよびスペア ペアの両方で PoE 対応であるが、UPOE に必要な CDP また

は LLDP 拡張をサポートしていない場合、次の設定により、スイッチ ポートから信号ペアおよびスペ

ア ペアの両方の電力が自動的にイネーブルにされます。

次に、スイッチ ポート ギガビット イーサネット 2/1 から自動的に信号ペアおよびスペア ペアの両方の

電力をイネーブルにする例を示します。

Switch# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. 
Switch(config)# interface gigabitethernet 2/1 
Switch(config-if)# power inline four-pair forced
Switch(config-if)# shutdown 
Switch(config-if)# no shutdown 
Switch(config-if)# end
Switch#

エンドデバイスがスペア ペアのインライン パワー給電に未対応の場合、またはエンドデバイスが 
UPOE に CDP または LLDP 拡張をサポートしている場合は、このコマンドを入力しないでください。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch # interface terminal グローバル コンフィギュレーションにモードを変更します。

ステップ 2 Switch(config)# interface {fastethernet | 
gigabitethernet} slot/port 

設定するインターフェイスを選択します。

ステップ 3 Switch(config-if)# power inline four-pair 
forced

スイッチ ポートから自動的に信号ペアおよびスペア ペアの

両方の電力をイネーブルにします。

ステップ 4 Switch(config-if)# shutdown ポートをシャットダウンします。

ステップ 5 Switch(config-if)# no ポートを起動します。

ステップ 6 Switch(config-if)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 7 Switch# show platform software interface 
{fastethernet | gigabitethernet} slot/port 
status

EEE ステータスを表示します。
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Cisco Network Assistant による Catalyst 
4500 シリーズ スイッチの設定

この章では、ワークステーション上に Network Assistant をインストールして、Catalyst 4500（または 
Catalyst 4900）シリーズ スイッチが Network Assistant と通信するように設定する方法について説明し

ます。（Catalyst 4500 シリーズ スイッチとは、この章の両方のスイッチ タイプを示すために使用され

ます）。また、Catalyst 4500 シリーズ スイッチを含むネットワーク デバイスのグループを管理するた

めに Network Assistant で使用されている 2 つのテクノロジーであるコミュニティおよびクラスタを作

成する方法についても説明します。

（注） この章で使用するスイッチ コマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL で『Cisco 
Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』と関連資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products//hw/switches/ps4324/index.html

『Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』に掲載されていないコマンドについては、より詳

細な Cisco IOS ライブラリを参照してください。次の URL で
『CatalystCisco IOS Command Reference』と関連資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html

この章の内容は、次のとおりです。

• 「Network Assistant について」（P.14-2）

• 「Network Assistant 関連のパラメータとそのデフォルト」（P.14-3）

• 「Network Assistant CLI コマンド」（P.14-3）

• 「スイッチでの Network Assistant の設定」（P.14-4）

• 「コミュニティを使用したネットワーク管理」（P.14-6）

• 「クラスタのコミュニティへの変換」（P.14-10）

• 「クラスタを使用したネットワーク管理」（P.14-11）

• 「コミュニティ モードまたはクラスタ モードでの Network Assistant の設定」（P.14-13）

（注） Network Assistant は Cisco.com 上のオンライン ソフトウェア イメージとバンドルされていません。

Network Assistant は、次の URL からダウンロードできます。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps5931/index.html

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps5931/index.html
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（注） Network Assistant のソフトウェアおよびハードウェア要件、インストール方法、起動方法、およびデ

バイスへの接続方法の詳細については、次の URL の『Getting Started with Cisco Network Assistant』
を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps5931/prod_installation_guides_list.html

Network Assistant について
Network Assistant は、無料のネットワーク管理ツールで、グラフィカル ユーザ インターフェイス

（GUI）による Catalyst 4500 シリーズ スイッチの設定および管理ができます。Network Assistant は、

セキュア環境および非セキュア環境の両方で稼働します。Network Assistant は、スタンドアロン デバ

イス、デバイス グループ、またはスイッチ グループ（コミュニティまたはクラスタ内）を、ご使用の

イントラネットの任意の場所で管理します。Network Assistant を使用すると、コマンドを覚える必要

がなく、複数の設定作業を実行できます。

コミュニティの概要

コミュニティは、 大 20 の接続されたネットワーク デバイスを含めることができるデバイス グループ

です。Network Assistant は、適切なネットワーク デバイスを検出し、コミュニティに追加するために 
Cisco Discovery Protocol（CDP）自動検出機能を使用します。ネットワーク デバイスはコミュニティ

に追加されると、メンバ デバイスになります。Network Assistant は、個別に各メンバを管理、設定、

および監視します。したがって、各メンバには IP アドレスが割り当てられている必要があります。

コミュニティを使用する場合、HTTP サーバが必要で、各スイッチに IP アドレスを設定する必要があ

ります。

クラスタリングの概要

スイッチ クラスタは、 大 16 個の接続されたクラスタ対応 Catalyst スイッチで、単一エンティティと

して管理されます。1 つの IP アドレスを介して異なる Catalyst 4500 シリーズ スイッチ プラット

フォーム グループを設定およびトラブルシューティングできるように、クラスタのスイッチはスイッ

チ クラスタリング技術を使用します。

スイッチ クラスタを使用すると、スイッチの物理的なロケーションやプラットフォーム ファミリに関

係なく、複数のスイッチの管理を簡略にします。

（注） デフォルトでは、クラスタリング モードの Network Assistant は 大 7 ホップ先まで検出します。

スイッチ クラスタでは、1 つのスイッチはクラスタ コマンダ スイッチになる必要があります。 大 15 
個の残りのスイッチはクラスタ メンバ スイッチになります。1 つのクラスタは、16 台以内のスイッチ

で構成する必要があります。クラスタ コマンド スイッチは、クラスタ メンバ スイッチの設定、管理、

およびモニタを実行できる唯一のスイッチです。クラスタ メンバは、一度に 1 つのクラスタにしか所

属できません。

（注） 必ずクラスタ コマンド スイッチとして Catalyst 4500 または 4948 シリーズ スイッチを選択してくださ

い。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps5931/prod_installation_guides_list.html
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Network Assistant 関連のパラメータとそのデフォルト
表 14-1 に、Catalyst 4500 シリーズ スイッチの Network Assistant 関連の設定パラメータを示します。

Network Assistant CLI コマンド
表 14-2 に、Network Assistant 関連の CLI コマンドの説明を示します。

表 14-1 Catalyst 4500 シリーズ スイッチの Network Assistant 関連の設定

パラメータ デフォルト値 推奨値

認証 ディセーブル オプション

IP アドレス コミュニティまた

は検出オプション

により異なります。1

1. コミュニティのデバイス検出およびクラスタ コマンダには、スイッチごとに IP アドレスを設定す
る必要があります。

ユーザ選択可能

IP HTTP ポート番号 80 オプション2

2. Network Assistant のポート番号と Catalyst 4500 シリーズ スイッチは一致させる必要があります。

IP HTTPS ポート番号 443 オプション3

3. デバイスのクラスタのこの値だけ、変更できます。Network Assistant のポート番号と Catalyst 
4500 シリーズ スイッチは一致させる必要があります。値は、1024 より上の任意の非デフォルト
番号に変更できます。

IP HTTP サーバ ディセーブル イネーブル4

4. Network Assistant がデバイスにアクセスするのに必要です。

クラスタ実行 ディセーブル イネーブル5

5. デバイスのクラスタを管理する場合にだけ、イネーブルです。

表 14-2 CLI コマンド

コマンド 機能

[no] cluster enable クラスタに名前を付けます。

[no] cluster run クラスタリングをイネーブルにします。

（注） このコマンドは、クラスタリング専用

です。

[no] ip http server スイッチで HTTP を設定します。

[no] ip http port port_number HTTP ポートを設定します。

[no] ip domain-name domain_name スイッチ上でドメインを設定します。

[no] ip http secure-server スイッチ上で HTTPS を設定して、イネーブル

にします。

[no] ip http secure-port 
port_number

HTTPS ポートを設定します。

[no] ip http max-connections 
connection_number

HTTP サーバへの 大同時接続数を設定しま

す。
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スイッチでの Network Assistant の設定
ここでは、次の内容について説明します。

• 「必要な 小設定」（P.14-4）

• 「コミュニティを使用する必要がある場合の追加設定」（P.14-5）

• 「クラスタリングを使用する必要がある場合の追加設定」（P.14-5）

必要な 小設定

デフォルトの設定を使用する場合は、Catalyst 4500 シリーズ スイッチにアクセスして、ip http server
（HTTP 用）または ip http secure-server（HTTPS 用）グローバル コンフィギュレーション コマンド

を入力します。

Catalyst 4500 シリーズ スイッチを設定するには、次の作業を行います。

[no] ip http timeout-policy 
idle idle_time life life_time 
requests requests

HTTPS ポートを設定します。

idle 値は 180 秒を推奨します。

life 値は 180 秒を推奨します。

許可できる requests の 大数は 25 を推奨しま

す。

line vty Cisco Network Assistant が使用する追加の 
VTY を設定します。

show version Cisco IOS Release を表示します。

show running-config スイッチ設定を表示します。

vtp domain VLAN を管理する VTP ドメインを作成します。

vtp mode VLAN の VTP 管理に関する動作を設定します。

表 14-2 CLI コマンド （続き）

コマンド 機能

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# ip http server

or

Switch(config)# ip domain-name domain_name

（HTTP の場合だけ）スイッチ上で HTTP サーバをイネー

ブルにします。デフォルトでは、HTTP サーバはディセー

ブルに設定されています。

スイッチでドメイン名をイネーブルにして、HTTPS を設定

します。

ステップ 3 Switch(config)# ip http secure-server スイッチ上で HTTPS サーバをイネーブルにします。デフォ

ルトでは、HTTPS サーバはディセーブルに設定されていま

す。

ステップ 4 Switch(config)# ip http max-connections 
connection_number

HTTP サーバへの 大同時接続数を設定します。

connection_number は 16 を推奨します。
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（注） クラスタリングがイネーブルの場合、コミュニティを設定する前にクラスタリングをディセーブルにし

ます（表 14-2 を参照）。

コミュニティを使用する必要がある場合の追加設定

コミュニティを使用する場合は、スイッチごとに IP アドレスを定義します。

コミュニティを使用するようにスイッチを設定するには、次の作業を行います。

クラスタリングを使用する必要がある場合の追加設定

クラスタリングを使用する場合、デバイスごとに cluster run グローバル コンフィギュレーション コマ

ンドを入力し、クラスタ コマンダで ip address インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを

入力します。

クラスタリングを使用するようにスイッチを設定するには、次の作業を行います。

ステップ 5 Switch(config)# ip http timeout-policy idle 
idle_time life life_time requests requests

HTTPS ポートを設定します。

idle キーワードでは、接続がアイドル状態でいる 大時間

数を指定します。idle 値は 180 秒を推奨します。

life キーワードでは、接続が確立してからオープンでいる

大時間数を指定します。life 値は 180 秒を推奨します。

requests キーワードでは、接続での 大要求数を指定しま

す。許可できる requests の 大数は 25 を推奨します。

ステップ 6 Switch(config-if)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 7 Switch# show running-config 設定を確認します。

コマンド 目的

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configuration terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# interface {vlan vlan_ID | 
{fastethernet | gigabitethernet} 
slot/interface | Port-channel number} 

インターフェイスを選択します。

ステップ 3 Switch(config-if)# ip address ip_address 
address_mask

（任意）Catalyst 4500 シリーズに IP アドレスを割り当てま

す。

（注） スイッチがコミュニティの一部またはクラスタ コマ

ンド スイッチの場合、この手順は必須です。スイッ

チがクラスタ メンバ候補の場合、この手順は任意で

す。

ステップ 4 Switch(config-if)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 Switch# show running-config 設定を確認します。
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コミュニティを使用したネットワーク管理
ここでは、Network Assistant アプリケーションによるデバイス（Catalyst 4500 シリーズ スイッチ、

ルータ、アクセス ポイント、および PIX ファイアウォールを含む）管理におけるコミュニティの使用

方法について説明します。 

（注） アクセス ポイントはデバイス制限から除外されました。現在、CNA が管理できるアクセス ポイント数

に制限はありません。

（注） [Add to Community] ダイアログボックスには、多数のデバイスが表示されますが、選択できるデバイ

スの個数は 20 個のみです。21 番めのデバイスを追加しようとすると、ダイアログボックスに 21 番め

のデバイスが表示され、不要なデバイスを選択するように求められます。

（注） Network Assistant を使用してスイッチ コミュニティを設定する詳細な手順については、次の URL の 
『Getting Started with Cisco Network Assistant』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps5931/prod_installation_guides_list.html

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configuration terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# cluster run クラスタリングをイネーブルにします。

（注） クラスタの一部となる可能性のあるスイッチすべて

でクラスタリングをイネーブルにします。

ステップ 3 Switch(config)# cluster enable クラスタに名前を付けます。

ステップ 4 Switch(config)# interface {vlan vlan_ID | 
{fastethernet | gigabitethernet} 
slot/interface | Port-channel number} 

インターフェイスを選択します。

ステップ 5 Switch(config-if)# ip address ip_address 
address_mask

（任意）Catalyst 4500 シリーズ スイッチのクラスタ マス

ターに IP アドレスを割り当てます。

（注） スイッチがコミュニティの一部またはクラスタ コマ

ンド スイッチの場合、この手順は必須です。スイッ

チがクラスタ メンバ候補の場合、この手順は任意で

す。

ステップ 6 Switch(config-if)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 7 Switch# show running-config 設定を確認します。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps5931/prod_installation_guides_list.html
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ここでは、コミュニティを作成する前に理解する必要がある要件および注意事項について説明します。

ここでは、次の項目について説明します。

• 「候補およびメンバの要件」（P.14-7）

• 「候補およびメンバの自動検出」（P.14-7）

• 「コミュニティ名」（P.14-8）

• 「ホスト名」（P.14-8）

• 「パスワード」（P.14-8）

• 「Network Assistant のアクセス モード」（P.14-9）

• 「コミュニティ情報」（P.14-9）

• 「デバイスの追加」（P.14-9）

候補およびメンバの要件

候補は、IP アドレスを持ちますが、コミュニティには追加されていないネットワーク デバイスです。

メンバは、現在コミュニティに含まれるネットワーク デバイスです。

コミュニティに加入するには、候補は次の要件を満たす必要があります。

• IP アドレスが取得されている。

• Cisco Discovery Protocol（CDP）バージョン 2 がイネーブル（デフォルト）に設定されている

（デバイスを自動検出する場合）。

• HTTP（または HTTPS）がイネーブルになっている。

（注） クラスタ メンバはコミュニティに追加できますが、その逆はできません。

（注） クラスタ コマンダがコミュニティに追加されても、クラスタのその他のメンバ デバイスは自動

的に追加されません。クラスタ メンバを管理するには、個別にコミュニティに追加する必要が

あります。

候補およびメンバの自動検出

Network Assistant は、CDP を使用してネットワーク内の利用可能なデバイスのすべてを確認または検

出し、コミュニティを形成します。起動デバイスの IP アドレスおよび HTTP（または HTTPS）プロト

コルのポート番号から始めて、Network Assistant は CDP を使用して起動デバイスに隣接するコミュニ

ティ候補のリストをコンパイルします。Network Assistant は、有効な IP アドレスを持つかぎり、複数

のネットワークおよび VLAN 間で候補デバイスおよびメンバ デバイスを検出できます。

（注） デフォルトでは、コミュニティ モードの Network Assistant は 大 4 ホップ先まで検出します。

ネットワーク デバイスが検出されるための要件のリストについては、「候補およびメンバの要件」

（P.14-7）を参照してください。
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（注） Network Assistant により検出する場合は、候補、メンバ、またはネットワーク デバイスで CDP を
ディセーブルにしないでください。

（注） PIX ファイアウォールは CDP をサポートしないため、[Topology] ビューにネイバーとして自動表示さ

れません。[Create Community] または [Modify Community] ウィンドウを使用してコミュニティに追

加した場合にだけ表示されます。PIX ファイアウォールと他のコミュニティ メンバとのリンクを確認

するには、[Topology] ポップアップ メニューで [ADD Link] を選択して手動でリンクを追加する必要

があります。

検出されたデバイスのリストを編集し、必要に応じてコミュニティに追加できます。デバイスがコミュ

ニティに追加されるたびに、そのネイバーが検出され、候補デバイスのリストに追加されます。

Network Assistant がデバイスを検出できない場合は、IP 管理アドレスにより手動で追加できます。

コミュニティ名

メンバ デバイスのリストにコミュニティの設定情報を適用すると、Network Assistant によりコミュニ

ティの名前（または IP アドレス）の入力が要求されます。コミュニティを管理するには、まず名前を

割り当てる必要があります。Network Assistant は、この名前をご使用の PC に保存します。

コミュニティ名には、0 ～ 9、a ~ z、A ~ Z の文字と、文字間のスペースが使用できます。

（注） クラスタには、IP アドレスによってだけ接続できます。名前を選択すると、その名前は常にコミュニ

ティの名前となります。

ホスト名

起動デバイスまたはコミュニティ メンバには、ホスト名を割り当てる必要はありません。ただし、

Network Assistant はデフォルトでは割り当てないため、ホスト名を割り当てることを推奨します。検

出されたデバイスにホスト名がある場合、Network Assistant はこのデバイスの情報を識別するために、

IP アドレス、通信プロトコル、および指定されたプロトコル ポートとともにホスト名をご使用の PC 
に保存します。

パスワード

コミュニティ メンバとなるデバイスにはパスワードを割り当てる必要はありませんが、パスワードの

割り当てを推奨しています。

コミュニティ メンバごとに別々のパスワードを割り当てることができます。

通信プロトコル

Network Assistant は、HTTP または HTTPS プロトコルを使用してネットワーク デバイスと通信しま

す。候補デバイスの検出に CDP を使用すると、HTTP または HTTPS と通信しようとします。
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Network Assistant のアクセス モード

Network Assistant がコミュニティまたはクラスタに接続されている場合、パスワードにより読み書き

モードおよび読み出し専用モードの 2 つのモードが使用できます。

コミュニティ情報

Network Assistant は、すべてのコミュニティの設定情報および個別のデバイス情報（IP アドレス、ホ

スト名、通信プロトコルなど）をご使用のローカル PC に保存します。Network Assistant がコミュニ

ティに接続するとき、ローカルに保存されたデータを使用してメンバ デバイスを再検出します。

別の PC を使用して既存のコミュニティを管理しようとすると、メンバ デバイスの情報は使用できませ

ん。そのコミュニティを再び作成し、同じメンバ デバイスを追加する必要があります。

デバイスの追加

次の方法を使用してコミュニティにメンバを追加できます。

• 検出したデバイスを新しいコミュニティに追加するには、Network Assistant の [Devices Found] 
ウィンドウを使用します。

– [Devices Found] ウィンドウで、追加する候補デバイスを選択します。

複数の候補デバイスを追加するには、Ctrl キーを押して選択をするか、Shift キーを押して範

囲の 初と 後のデバイスを選択します。

– [Add] をクリックします。

• 既存のコミュニティにデバイスを追加するには、[Modify Community] ウィンドウを使用します。

– [Application] > [Communities] を選択し、[Communities] ウィンドウを開きます。

– [Communities] ウィンドウで、デバイスを追加するコミュニティの名前を選択し、[Modify] を
クリックします。

– 手動で単一のデバイスを追加するには、[Modify Community] ウィンドウで所定のデバイスの 
IP アドレスを入力し、[Add] をクリックします。

– 候補デバイスを検出するには、起動デバイスの IP アドレスを入力し、[Discover] をクリック

します。

– リストから候補デバイスを選択し、[Add] をクリックしてから、[OK] をクリックします。

– 複数の候補デバイスを追加するには、Ctrl キーを押して選択をするか、Shift キーを押して範

囲の 初と 後のデバイスを選択します。

• [Topology] ビューを使用してデバイスを追加します。

– [Topology] ビューが表示されない場合は、機能バーから [View] ウィンドウ > [Topology] を選

択します。

– 候補アイコンを右クリックして、[Add to Community] を選択します。

候補はシアン、メンバはグリーンになります。複数の候補を追加するには、Ctrl キーを押し

て、追加する候補を左クリックします。

コミュニティに 20 のメンバが所属している場合、そのコミュニティでは [Add to Community] 
オプションは使用できません。新しいメンバを追加する前に、メンバを 1 つ削除する必要があ

ります。
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（注） コミュニティにログインしていて、他の CNA インスタンスからそのコミュニティを削除する場合、こ

のコミュニティ セッションを終了しないかぎり、セッションを介してすべての設定を実行できます。

セッションを閉じた（それによりコミュニティが削除された）後は、このコミュニティに接続できなく

なります。

クラスタのコミュニティへの変換
Cluster Conversion ウィザードにより、クラスタをコミュニティに変換できます。変換が完了するとた

だちに、デバイス グループをコミュニティとして管理できます。コミュニティ管理の利点は、コミュ

ニティ内のデバイスとの通信がクラスタ内のデバイスとの通信よりもセキュアである（複数のパスワー

ドおよび HTTPS を介するため）ことです。さらに、デバイスのアベイラビリティは高く、メンバにで

きるデバイスの範囲も広くなります。

（注） Cluster Conversion ウィザードでは、クラスタ定義は変更されません。そのため、デバイスをクラスタ

としても管理できます。

Cluster Conversion ウィザードを開始するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 Network Assistant を開始し、コマンダの IP アドレスを介して既存のクラスタに接続します。

ステップ 2 機能バーで、[Configure] > [Cluster] > [Cluster Conversion Wizard] を選択します。

「Do you want to convert this cluster to a community?（このクラスタをコミュニティに変換しますか ?）」
という問い合わせが表示されます。

ステップ 3 [Yes] を選択して次に進むか、Cluster Conversion ウィザードを手動で立ち上げる場合は [No] を選択し

ます。

[Yes] を選択すると、初期画面が表示され、クラスタ、コミュニティ、およびその利点に関する情報が

提供されます。

クラスタ内のデバイスを示す表が IP アドレスおよびサブネット マスクを持たないデバイスから表示さ

れます。コミュニティのメンバとなるには、クラスタ内のすべてのデバイスで IP アドレスおよびサブ

ネット マスクを持つ必要があることに注意してください。

（注） デバイスに IP アドレスおよびサブネット マスクを持つインターフェイスが複数ある場合は、セルをク

リックすると複数のインターフェイスが表示されます。 初に表示されたものとは異なるインターフェ

イスを選択できます。

ステップ 4 [IP Address] カラムでは、IP アドレスを持たない各デバイスの IP アドレスを入力します。

ステップ 5 [Subnet Mask] カラムでは、サブネット マスクを持たない各デバイスのセルをクリックし、サブネット 
マスクを選択します。

ステップ 6 コミュニティ名を入力します。

ステップ 7 変換を開始するには、[Finish] をクリックします。

変換が完了すると、Network Assistant が再開し、新しく作成されたコミュニティに自動的に接続しま

す。
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（注） クラスタリングがイネーブルの場合、コミュニティを設定する前にクラスタリングをディセーブルにす

る必要があります（表 14-2 を参照）。

クラスタを使用したネットワーク管理
ここでは、クラスタリングを使用して、スタンドアロンの Network Assistant アプリケーションまたは

コマンドライン インターフェイス（CLI）を使用する Catalyst 4500 シリーズ スイッチの作成および管

理方法について説明します。

ネットワーク内のスイッチをグループ化するには、クラスタリングを使用します。管理されるスイッチ

ごとに cluster run コマンドを入力する必要があります。主な利点は、1 つの IP アドレスで 16 のデバ

イスを管理できることです。

（注） クラスタリングは、CNA 1.0 で使用される自動検出メカニズムです。

（注） Network Assistant を使用してスイッチ クラスタを設定する詳細な手順については、次の URL の 
『Getting Started with Cisco Network Assistant』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps5931/prod_installation_guides_list.html

ここでは、次の項目について説明します。

• 「スイッチ クラスタの概要」（P.14-11）

• 「CLI によるスイッチ クラスタの管理」（P.14-13）

スイッチ クラスタの概要

ここでは、次の内容について説明します。

• 「クラスタ コマンド スイッチの要件」（P.14-11）

• 「Network Assistant と VTY」（P.14-12）

• 「候補スイッチおよびクラスタ メンバ スイッチの要件」（P.14-12）

クラスタ コマンド スイッチの要件

クラスタ コマンド スイッチは、次の要件を満たしている必要があります。

• Cisco IOS Release 12.2(20) EWA 以降を使用する。

• I P アドレスが指定されている。

• Cisco Discovery Protocol（CDP）バージョン 2 がイネーブル（デフォルト）に設定されている。

• クラスタ対応ソフトウェアを使用し、クラスタリングがイネーブルになっている。

• IP HTTP（または HTTPS）サーバがイネーブルになっている。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps5931/prod_installation_guides_list.html
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（注） Catalyst 4500 シリーズ スイッチでは、HTTP および HTTPS はデフォルトでイネーブルに設定

されていません。

• 16 の VTY 回線がある。

（注） Catalyst 4500 シリーズ スイッチのデフォルトは 4 回線です。スイッチでの値が 16 になるよう

設定します。

• 他のクラスタのクラスタ コマンド スイッチまたはクラスタ メンバ スイッチではない。

（注） ご使用のスイッチ クラスタに Catalyst 4500 シリーズ スイッチが含まれている場合、クラスタ コマン

ド スイッチも Catalyst 4500 シリーズ スイッチにする必要があります。

Network Assistant と VTY

Network Assistant は仮想端末（VTY）回線を使用して、クラスタ コマンド デバイスと通信します。

Catalyst 4500 シリーズ スイッチには、デフォルト設定で 5 本の VTY 回線が設定されています。

Network Assistant では、その他に 8 本の回線を使用できます。 大数の回線（または 低 8 + 5 = 13）
を設定し、Network Assistant がスイッチと通信できるようにして、Telnet で必要となる可能性がある 
VTY 回線を使用しないでください。

line vty コンフィギュレーション コマンドを使用して、適切な VTY 回線数をサポートするよう 
Catalyst 4500 シリーズ スイッチを設定できます。たとえば、VTY 回線を 9 本含めるようスイッチを設

定するには、line vty 6 15 コマンドを使用します。

（注） 既存の VTY 回線がデフォルト以外の設定の場合、この設定を新しい VTY 回線に適用する必要があり

ます。

候補スイッチおよびクラスタ メンバ スイッチの要件

候補スイッチとは、クラスタに含まれないクラスタ対応スイッチです。クラスタ メンバ スイッチとは、

現在スイッチ クラスタに含まれているスイッチです。候補スイッチまたはクラスタ メンバ スイッチに

は独自の IP アドレスおよびパスワードがありますが、必須ではありません。

（注） 候補のホスト名では、[a-zA-Z0-9]-n 形式は禁止されています。n は 0 ～ 16 です。これらの名前は予約

済みです。

クラスタに加入する候補スイッチは、次の要件を満たしている必要があります。

• クラスタ対応ソフトウェアを実行し、クラスタリングがイネーブルになっている。

• CDP バージョン 2 がイネーブルに設定されている。

• HTTP サーバがイネーブルになっている。

（注） コマンダ スイッチ上で HTTP がイネーブルの場合でも、コマンダ スイッチとメンバ スイッチ

間の通信は HTTP を通じて行われます。
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• 16 の VTY 回線がある。

• 他のクラスタのクラスタ コマンド スイッチまたはクラスタ メンバ スイッチではない。

• 少なくとも 1 つの共通 VLAN を介して、クラスタ コマンド スイッチに接続されている。

Catalyst 4500 候補スイッチおよびクラスタ メンバ スイッチを設定する場合は、クラスタ コマンド 
スイッチとの VLAN 接続上の SVI を使用することを推奨します。

CLI によるスイッチ クラスタの管理

クラスタ コマンド スイッチに 初にログインすると、CLI からクラスタ メンバ スイッチを設定できま

す。rcommand ユーザ EXEC コマンドおよびクラスタ メンバ スイッチ番号を入力して、（コンソール

または Telnet 接続を経由して）Telnet セッションを開始し、クラスタ メンバ スイッチの CLI にアクセ

スします。コマンド モードは変更され、Cisco IOS コマンドは通常どおり動作します。クラスタ メン

バ スイッチで exit 特権 EXEC コマンドを入力すると、コマンド スイッチの CLI に戻ります。

次に、コマンドスイッチ CLI からメンバ スイッチ 3 にログインする例を示します。

switch# rcommand 3

メンバ スイッチ番号が不明の場合は、クラスタ コマンド スイッチで show cluster members 特権 
EXEC コマンドを入力します。rcommand コマンドおよびその他すべてのクラスタ コマンドの詳細に

ついては、『CatalystCisco IOS Command Reference』を参照してください。

Telnet セッションは、クラスタ コマンド スイッチと同じ権限レベルでメンバ スイッチの CLI にアクセ

スします。Cisco IOS コマンドは通常どおりに動作します。スイッチの Telnet セッションの設定手順に

ついては、「Telnet を使用して CLI にアクセスする場合」（P.2-2）を参照してください。

（注） CISCO-CLUSTER_MIB はサポートされません。

コミュニティ モードまたはクラスタ モードでの Network 
Assistant の設定

ここでは、コミュニティまたはクラスタで稼働する Network Assistant の設定で使用される CLI の詳細

について説明します。Network Assistant は、HTTP（または HTTPS）接続で Cisco IOS コマンドを送

信することで、Catalyst 4500 シリーズ スイッチと通信します。

ここでは、次の内容について説明します。

• 「コミュニティ モードのネットワーク スイッチ上での Network Assistant の設定」（P.14-13）

• 「クラスタ モードのネットワーク スイッチ上での Network Assistant の設定」（P.14-18）

コミュニティ モードのネットワーク スイッチ上での Network Assistant 
の設定

コミュニティ モードのネットワーク スイッチ上で Network Assistant を設定するには、次の作業を行い

ます。
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コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# enable password name コンフィギュレーション モードのパスワード保護をイネー

ブルにします。

ステップ 3 Switch(config)# vtp domain name VLAN を管理するために、VTP ドメインを作成します。

ステップ 4 Switch(config)# vlan vlan_id VLAN を作成します。

ステップ 5 Switch(config-vlan)# interface {vlan vlan_ID | 
{fastethernet | gigabitethernet} 
slot/interface | Port-channel number} 

ご使用の CNA 対応 PC に接続するインターフェイスを選択

します。

ステップ 6 Switch(config-if)# switchport access vlan 
vlan_id

指定の VLAN で選択されたインターフェイスをイネーブル

にします。

ステップ 7 Switch(config-if)# interface {vlan vlan_ID | 
slot/interface | Port-channel number} 

設定用の VLAN インスタンスを選択します。

ステップ 8 Switch(config-if)# ip address ip_address SVI に IP アドレスを割り当てます。

ステップ 9 Switch(config-if)# no shutdown インターフェイスをイネーブルにします。

ステップ 10 Switch(config-if)# ip http server Network Assistant がスイッチと対話できるよう HTTP サー

バを開始します。

ステップ 11 Switch(config)# ip domain-name domain_name スイッチでドメイン名をイネーブルにして、HTTPS を設定

します。

ステップ 12 Switch(config)# ip http secure-server スイッチ上で HTTPS サーバをイネーブルにします。デフォ

ルトでは、HTTPS サーバはディセーブルに設定されていま

す。

ステップ 13 Switch(config)# ip http max-connections 
connection_number

HTTP サーバへの 大同時接続数を設定します。

connection_number は 16 を推奨します。

ステップ 14 Switch(config)# ip http timeout-policy idle 
idle_time life life_time requests requests

HTTPS ポートを設定します。

idle キーワードでは、接続がアイドル状態でいる 大時間

数を指定します。idle 値は 180 秒を推奨します。

life キーワードでは、接続が確立してからオープンでいる

大時間数を指定します。life 値は 180 秒を推奨します。

requests キーワードでは、接続の 大要求数を指定します。

requests 値は 25 を推奨します。

ステップ 15 Switch(config-if)# ip http secure-server （任意）スイッチが Network Assistant からの HTTPS 接続

を受け入れるようにします。

ステップ 16 Switch(config)# ip route a.b.c デフォルト ルータとのルートを確立します。これは通常、

ローカル インターネット プロバイダーにより供給されま

す。

（注） この回線だけが、スタンドアロン スイッチとネット

ワーク スイッチの設定の相違点です。

ステップ 17 Switch(config)# line con 0 コンソール ポートを選択して設定を実行します。

ステップ 18 Switch(config-line)# exec-timeout x y 端末にキーボード入力または出力が表示されない場合、自動

セッション ログアウトを設定します。

ステップ 19 Switch(config-line)# password password コンソール ポートのパスワードを指定します。

ステップ 20 Switch(config-line)# login コンソール ポートへのログインを許可します。



14-15
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-25340-01-J

第 14 章      Cisco Network Assistant による Catalyst 4500 シリーズ スイッチの設定

コミュニティ モードまたはクラスタ モードでの Network Assistant の設定

次に、コミュニティ モードのネットワーク スイッチ上で Network Assistant を設定する例を示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# vtp domain cnadoc
Changing VTP domain name from cisco to cnadoc
Switch(config)# vlan 2
Switch(config-vlan)# exit
Switch(config)# interface GigabitEthernet 2/1
Switch(config-if)# switchport access vlan 2
Switch(config-if)# exit
Switch(config)# interface vlan 2
Switch(config-if)# ip address 123.123.123.1 255.255.255.0
Switch(config-if)# no shutdown
Switch(config-if)# exit
Switch(config)# ip http server
Switch(config)# ip domain-name cisco.com
Switch(config)# ip http secure-server
Switch(config)# ip http max-connections 16
Switch(config)# ip http timeout-policy idle 180 life 180 requests 25
Switch(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 123.123.123.2
Switch(config)# line con 0
Switch(config-line)# exec-timeout 0 0
Switch(config-line)# password keepout
Switch(config-line)# login
Switch(config-line)# line vty 5 15
Switch(config-line)# password keepout
Switch(config-line)# login
Switch(config-line)# line vty 5 15
Switch(config-line)# end
Switch# show running-config
Building configuration...

Current configuration : 1426 bytes
!
version 12.2
no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
service compress-config
!
hostname Switch
!
boot-start-marker
boot-end-marker

ステップ 21 Switch(config-line)# line vty x y CNA がスイッチにアクセスするための追加の VTY 回線を

作成します。

ステップ 22 Switch(config-line)# password password スイッチのパスワードを指定します。

ステップ 23 Switch(config-line)# login スイッチへのログインを許可します。

ステップ 24 Switch(config-line)# line vty x y CNA がスイッチにアクセスするための追加の VTY 回線を

作成します。

ステップ 25 Switch(config-line)# password password スイッチのパスワードを指定します。

ステップ 26 Switch(config-line)# login スイッチへのログインを許可します。

ステップ 27 Switch(config-line)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 28 Switch# show running-config 設定を確認します。

コマンド 目的
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!
enable password cna
!
no aaa new-model
ip subnet-zero
ip domain-name cisco.com
!
vtp domain cnadoc
vtp mode transparent
!
crypto pki trustpoint TP-self-signed-913087
 enrollment selfsigned
 subject-name cn=IOS-Self-Signed-Certificate-913087
 revocation-check none
 rsakeypair TP-self-signed-913087
!!
crypto pki certificate chain TP-self-signed-913087
 certificate self-signed 01
  3082028E 308201F7 A0030201 02020101 300D0609 2A864886 F70D0101 04050030
  52312B30 29060355 04031322 494F532D 53656C66 2D536967 6E65642D 43657274
  69666963 6174652D 39313330 38373123 30210609 2A864886 F70D0109 02161456
  61646572 2D343531 302E6369 73636F2E 636F6D30 1E170D30 36303432 30323332
  3435305A 170D3230 30313031 30303030 30305A30 52312B30 29060355 04031322
  494F532D 53656C66 2D536967 6E65642D 43657274 69666963 6174652D 39313330
  38373123 30210609 2A864886 F70D0109 02161456 61646572 2D343531 302E6369
  73636F2E 636F6D30 819F300D 06092A86 4886F70D 01010105 0003818D 00308189
  02818100 F2C86FEA 49C37856 D1FA7CB2 9AFF748C DD443295 F6EC900A E83CDA8E
  FF8F9367 0A1E7A20 C0D3919F 0BAC2113 5EE37525 94CF24CF 7B313C01 BF177A73
  494B1096 B4D24729 E087B39C E44ED9F3 FCCD04BB 4AD3C6BF 66E0902D E234D08F
  E6F6C001 BAC80854 D4668160 9299FC73 C14A33F3 51A17BF5 8C0BEA07 3AC03D84
  889F2661 02030100 01A37430 72300F06 03551D13 0101FF04 05300301 01FF301F
  0603551D 11041830 16821456 61646572 2D343531 302E6369 73636F2E 636F6D30
  1F060355 1D230418 30168014 BB013B0D 00391D79 B628F2B3 74FC62B4 077AD908
  301D0603 551D0E04 160414BB 013B0D00 391D79B6 28F2B374 FC62B407 7AD90830
  0D06092A 864886F7 0D010104 05000381 81002963 26762EFA C52BA4B3 6E641A9D
  742CE404 E45FECB1 B5BD2E74 6F682476 A7C3DAA5 94393AE3 AA103B6E 5974F81B
  09DF16AE 7F9AE67C 5CB3D5B1 B945A5F3 36A8CC8C 8F142364 F849344D 5AE36410
  51182EB9 24A9330B 3583E1A3 79151470 D304C157 3417E240 52BE2A91 FC7BBEDE
  562BEDAD E6C46D9A F7FF3148 4CE9CEE1 5B17
  quit
!
!
!
power redundancy-mode redundant
no file verify auto
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
vlan internal allocation policy ascending
!
vlan 2
!
interface GigabitEthernet1/1
 switchport access vlan 2
!
interface GigabitEthernet1/2
!
interface GigabitEthernet1/3
!
interface GigabitEthernet1/4
!
interface GigabitEthernet1/5
!
interface GigabitEthernet1/6
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!
interface GigabitEthernet1/7
!
interface GigabitEthernet1/8
!
interface GigabitEthernet1/9
!
interface GigabitEthernet1/10
!
interface GigabitEthernet1/11
!
interface GigabitEthernet1/12
!
interface GigabitEthernet1/13
!
interface GigabitEthernet1/14
!
interface GigabitEthernet1/15
!
interface GigabitEthernet1/16
!
interface GigabitEthernet1/17
!
interface GigabitEthernet1/18
!
interface GigabitEthernet1/19
!
interface GigabitEthernet1/20
!
interface Vlan1
 no ip address
!
interface Vlan2
 ip address 123.123.123.1 255.255.255.0
!
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 123.123.123.2
ip http server
ip http secure-server
ip http max-connections 16
ip http timeout-policy idle 180 life 180 requests 25
!
line con 0
 password cna
 login
 stopbits 1
line vty 0 4
 password cna
 login
line vty 5 15
 password cna
 login
!
!
end

Switch#
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クラスタ モードのネットワーク スイッチ上での Network Assistant の設
定

クラスタ モードのネットワーク スイッチ上で Network Assistant を設定するには、スイッチで次の作業

を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# enable password name コンフィギュレーション モードのパスワード保護をイネー

ブルにします。

ステップ 3 Switch(config)# vtp domain name VLAN および名前を管理するために、VTP ドメインを作成

します。

ステップ 4 Switch(config)# cluster run クラスタ コマンダ上でクラスタを開始します。

ステップ 5 Switch(config)# cluster enable cluster_name スイッチをクラスタ コマンダに設定します。

ステップ 6 Switch(config)# vlan vlan_id VLAN を作成します。

ステップ 7 Switch(config-vlan)# interface {vlan vlan_ID | 
{fastethernet | gigabitethernet} 
slot/interface | Port-channel number} 

ご使用の CNA 対応 PC に接続するインターフェイスを選択

します。

ステップ 8 Switch(config-if)# switchport access vlan 
vlan_id

指定の VLAN 内の物理ポートをイネーブルにします。

ステップ 9 Switch(config-if)# interface {vlan vlan_ID | 
slot/interface | Port-channel number} 

設定用の VLAN インスタンスを選択します。

ステップ 10 Switch(config-if)# ip address ip_address SVI に IP アドレスを割り当てます。

ステップ 11 Switch(config-if)# no shut インターフェイスをイネーブルにします。

ステップ 12 Switch(config-if)# ip http server Network Assistant がスイッチと対話できるよう HTTP サー

バを開始します。

ステップ 13 Switch(config)# ip http secure-server （任意）スイッチが Network Assistant からの HTTPS 接続

を受け入れるようにします。

ステップ 14 Switch(config)# ip route a.b.c デフォルト ルータとのルートを確立します。これは通常、

ローカル インターネット プロバイダーにより供給されま

す。

（注） この回線だけが、スタンドアロン スイッチとネット

ワーク スイッチの設定の相違点です。

ステップ 15 Switch(config)# line con 0 コンソール ポートを選択して設定を実行します。

ステップ 16 Switch(config-line)# exec-timeout x y 端末にキーボード入力または出力が表示されない場合、自動

セッション ログアウトを設定します。

ステップ 17 Switch(config-line)# password password コンソール ポートのパスワードを指定します。

ステップ 18 Switch(config-line)# login コンソール ポートへのログインを許可します。

ステップ 19 Switch(config-line)# line vty x y CNA がスイッチにアクセスするための追加の VTY 回線を

作成します。

ステップ 20 Switch(config-line)# password password スイッチのパスワードを指定します。

ステップ 21 Switch(config-line)# login スイッチへのログインを許可します。

ステップ 22 Switch(config-line)# line vty x y CNA がスイッチにアクセスするための追加の VTY 回線を

作成します。
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次に、クラスタ モードのネットワーク スイッチ上で Network Assistant を設定する例を示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# vtp domain cnadoc
Switch(config)# cluster run
Switch(config)# cluster enable cnadoc
Switch(config)# vlan 10
Switch(config-vlan)# interface GigabitEthernet 2/1
Switch(config-if)# switchport access vlan 10
Switch(config-if)# interface vlan10
Switch(config-if)# ip address aa.bb.cc.dd
Switch(config-if)# no shut
Switch(config-if)# ip http server
Switch(config-if)# ip http secure-server
Switch(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 123.123.123.2
Switch(config)# line con 0
Switch(config-line)# exec-timeout 0 0
Switch(config-line)# password keepout
Switch(config-line)# login
Switch(config-line)# line vty 5 15
Switch(config-line)# password keepout
Switch(config-line)# login
Switch(config-line)# line vty 5 15
Switch(config-line)# end
Switch# show running-config
Building configuration...

Current configuration : 1469 bytes
!
version 12.2
no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
service compress-config
!
hostname Switch
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
enable password cna
!
no aaa new-model
ip subnet-zero
!
vtp domain cnadoc
vtp mode transparent
cluster run
cluster enable cnadoccluster 0
!
!
!

ステップ 23 Switch(config-line)# password password スイッチのパスワードを指定します。

ステップ 24 Switch(config-line)# login スイッチへのログインを許可します。

ステップ 25 Switch(config-line)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 26 Switch# show running-config| include http HTTP サーバがイネーブルであることを確認します。

コマンド 目的
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!
!
power redundancy-mode redundant
no file verify auto
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
vlan internal allocation policy ascending
!
vlan 2
!
interface GigabitEthernet1/1
 switchport access vlan 2
!
interface GigabitEthernet1/2
!
interface GigabitEthernet1/3
!
interface GigabitEthernet1/4
!
interface GigabitEthernet1/5
!
interface GigabitEthernet1/6
!
interface GigabitEthernet1/7
!
interface GigabitEthernet1/8
!
interface GigabitEthernet1/9
!
interface GigabitEthernet1/10
!
interface GigabitEthernet1/11
!
interface GigabitEthernet1/12
!
interface GigabitEthernet1/13
!
interface GigabitEthernet1/14
!
interface GigabitEthernet1/15
!
interface GigabitEthernet1/16
!
interface GigabitEthernet1/17
!
interface GigabitEthernet1/18
!
interface GigabitEthernet1/19
!
interface GigabitEthernet1/20
!
interface Vlan1
 no ip address
!
interface Vlan2
 ip address 123.123.123.1 255.255.255.0
!
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 123.123.123.2
ip http server
no ip http secure-server
!
!
!
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line con 0

Switch#
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VLAN、VTP、および VMPS の設定

この章では、Catalyst 4500 シリーズ スイッチの Virtual LAN（VLAN; 仮想 LAN）について説明しま

す。また、VLAN トランキング プロトコル（VTP）をイネーブルにする方法、および Catalyst 4500 シ
リーズ スイッチを VLAN メンバーシップ ポリシー サーバ（VMPS）クライアントとして設定する方

法についても説明します。

この章の主な内容は、次のとおりです。

• 「VLAN」（P.15-1）

• 「VLAN トランキング プロトコル」（P.15-8）

• 「VLAN メンバーシップ ポリシー サーバ」（P.15-22）

（注） この章で使用するスイッチ コマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL で『Cisco 
Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』と関連資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products//hw/switches/ps4324/index.html

『Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』に掲載されていないコマンドについては、より詳

細な Cisco IOS ライブラリを参照してください。次の URL で『Cisco IOS Command Reference』と関

連資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html

VLAN
ここでは、主に次の内容について説明します。

• 「VLAN について」（P.15-2）

• 「VLAN 設定時の注意事項および制約事項」（P.15-3）

• 「VLAN のデフォルト設定」（P.15-5）

• 「VLAN の設定」（P.15-5）

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html
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VLAN について

VLAN は、1 つまたは複数の LAN 上のデバイス グループで、実際には複数の異なる LAN セグメント

上にある場合でも、同じワイヤに接続するように通信設定されています。VLAN は、物理接続ではな

く論理接続に基づいているため、非常に柔軟です。

（注） VTP バージョン 3 アップデートは無差別トランク ポートを通過しません。

VLAN は、レイヤ 2 ネットワークのブロードキャスト ドメインを決定します。ブロードキャスト ドメ

インは、設定内のいずれかのデバイスから発信されたブロードキャスト フレームを受信するすべての

デバイス セットです。ブロードキャスト ドメインは、通常、スイッチによって分割されます。これは

スイッチがブロードキャスト フレームを転送しないためです。レイヤ 2 スイッチは、スイッチの設定

に基づいてブロードキャスト ドメインを作成します。スイッチは、複数のブロードキャスト ドメイン

作成を可能にするマルチポート ブリッジです。ブロードキャスト ドメインは、スイッチ内の個々の仮

想ブリッジのように機能します。

スイッチ内で 1 つまたは複数の仮想ブリッジを定義できます。スイッチ内で作成した仮想ブリッジは、

新しいブロードキャスト ドメイン（VLAN）を定義します。スイッチ内、または 2 つのスイッチ間で、

トラフィックが直接別の VLAN（ブロードキャスト ドメイン間）に接続されることはありません。2 
つの異なる VLAN を相互接続するには、スイッチまたはレイヤ 3 スイッチを使用する必要があります。

Catalyst 4500 シリーズ スイッチの VLAN 間ルーティングの詳細については、「レイヤ 3 インターフェ

イスについて」（P.32-1）を参照してください。

図 15-1 に、論理的に定義されたネットワークを作成する 3 つの VLAN の例を示します。

図 15-1 VLAN の例 
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VLAN は通常、IP サブネットワークに対応付けられます。たとえば、特定の IP サブネットに含まれる

すべてのエンド ステーションを同じ VLAN に所属させる場合などです。VLAN 間のトラフィックは、

ルーティングする必要があります。LAN インターフェイスの VLAN メンバーシップは、インターフェ

イス別に割り当てる必要があります（インターフェイス ベースまたはスタティックな VLAN メンバ

シップと呼ばれます）。

管理ドメイン内に VLAN を作成する場合、次のパラメータを設定できます。

• VLAN 番号

• VLAN 名

• VLAN タイプ 

• VLAN 状態（アクティブまたは中断）

• VLAN の Maximum Transmission Unit（MTU; 大伝送単位）

• セキュリティ アソシエーション ID（SAID）

• ある VLAN タイプから別の VLAN タイプに変換するときに使用する VLAN 番号

（注） ソフトウェアを使用して VLAN のタイプを変換する場合は、各メディア タイプごとに異なる VLAN 
番号が必要になります。

VLAN 設定時の注意事項および制約事項

ネットワーク上で VLAN を作成および変更するときは、次の注意事項および制約事項に従ってくださ

い。

• VLAN を作成する前に、Catalyst 4500 シリーズ スイッチを VTP サーバ モードまたは VTP トラン

スペアレント モードに変更してください。Catalyst 4500 シリーズ スイッチが VTP サーバであれ

ば、VTP ドメインを定義する必要があります。VTP の設定については、「VLAN トランキング プ
ロトコル」（P.15-8）を参照してください。

• VLAN データベース モードでは、 end コマンドを使用できません。

• Ctrl + Z を押して、VLAN データベース モードを終了することはできません。

• マルチ スパニングツリー プロトコル（MSTP）が稼働し、使用可能なすべての VLAN（4094）が

設定されている Catalyst 4948 スイッチが、タイムアウトが 500 ms 未満に設定された 2 つのホット

スタンバイ ルータ プロトコル（HSRP）ピアのパスにある場合、HSRP がフラップします。

回避策： 

– 使用する VLAN の数を減らします。

– 600 ms を超えるタイマーを設定します。

– no igmp snooping（グローバル）および access-list hardware capture mode VLAN コマンド

を入力します。

VLAN の範囲

（注） 4094 の VLAN を使用するには、拡張システム ID をイネーブルにする必要があります。「ブリッジ ID 
の概要」（P.20-2）を参照してください。
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Cisco IOS Release 12.2(25)EWA 以降では、Catalyst 4500 シリーズ スイッチは IEEE 802.1Q 規格に準

拠し、4096 の VLAN をサポートしています。これらの VLAN は、予約、標準、拡張の 3 つの範囲に

分けられます。

VLAN Trunking Protocol（VTP; VLAN トランキング プロトコル）を使用している場合、これらの 
VLAN の一部はネットワーク内の他のスイッチに伝播されます。拡張範囲 VLAN は伝播されないた

め、ネットワーク デバイスごとに手動で設定する必要があります。

表 15-1 で、VLAN 範囲の使い方について説明します。

標準範囲の VLAN で設定できるパラメータ

（注） イーサネット VLAN 1 および 1006 ～ 4094 で使用するのは、デフォルト値だけです。

VLAN 2 ～ 1001 では、次のパラメータを設定できます。

• VLAN 名

• VLAN タイプ 

• VLAN 状態（アクティブまたは中断）

• SAID

表 15-1 VLAN の範囲

VLAN 範囲 使用状況

VTP に
よって

伝播される 

0、4095 予約済み システム専用です。これらの VLAN は参照または使用でき

ません。

—

1 標準 シスコ システムズのデフォルトです。この VLAN は削除で

きません。

Yes

2 ～ 1001 標準 イーサネット VLAN 用。ユーザはこれらの VLAN を作成、

使用、削除できます。

Yes

1002 ～ 
1005

標準 FDDI およびトークンリング用のシスコ システムズのデフォ

ルトです。VLAN 1002 ～ 1005 は削除できません。

Yes

1006 ～ 
4094

拡張 イーサネット VLAN 専用です。拡張範囲 VLAN を設定する

場合、次の点に注意してください。

• レイヤ 3 ポートおよび一部のソフトウェア機能には、内

部 VLAN が必要です。内部 VLAN は 1006 以上から割

り当てます。このような用途にすでに割り当てられてい

る VLAN を使用できません。内部で使用されている 
VLAN を表示するには、show vlan internal usage コマ

ンドを入力します。

• Catalyst 製品ファミリ ソフトウェアが稼働しているス

イッチでは、VLAN 1006 ～ 1024 を設定できません。

VLAN 1006 ～ 1024 を設定する場合は、その VLAN が 
Catalyst 製品ファミリ ソフトウェアが稼働しているス

イッチに拡張されないようにしてください。

• 拡張範囲 VLAN を使用するには、拡張システム ID をイ

ネーブルにする必要があります。

No
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• VLAN のスパニングツリー プロトコル（STP）タイプ

VLAN のデフォルト設定

表 15-2 に、VLAN のデフォルト設定の値を示します。

（注） Catalyst 4500 シリーズ スイッチは、トークンリングまたは FDDI メディアをサポートしません。ス

イッチは FDDI、FDDI-Net、Token Ring Concentrator Relay Function（TrCRF; トークンリング コン

セントレータ リレー機能）、または Token Ring Bridge Relay Function（TrBRF; トークンリング ブリッ

ジ リレー機能）トラフィックを転送しませんが、VTP を使用して VLAN 設定を伝播します。ソフト

ウェアはこれらのメディア タイプのパラメータを保存しますが、これらはサポートされていません。

VLAN の設定

（注） VLAN を設定する前に、VLAN トランキング プロトコル（VTP）を使用して、ネットワークのグロー

バル VLAN 設定情報を維持する必要があります。VTP については、「VLAN トランキング プロトコ

ル」（P.8）を参照してください。

（注） VLAN は、ここで紹介されている以外にも多くのパラメータをサポートしています。詳細については、

『Cisco IOS Command Reference』を参照してください。

（注） VLAN の設定は vlan.dat ファイルに保存され、vlan.dat ファイルは不揮発性メモリに保存されます。

vlan.dat ファイルを手動で削除すると、VLAN データベースに矛盾が生じる可能性があります。

VLAN の設定または VTP を変更する場合は、ここに記載されているコマンドおよび『Cisco IOS 
Command Reference』に記載されているコマンドを使用してください。

ここでは、VLAN の設定手順について説明します。

表 15-2 イーサネット VLAN のデフォルトおよび範囲

パラメータ デフォルト 有効な値

VLAN ID 1 1 ～ 4094

VLAN 名 VLANx。x はソフトウェアで割り当てられ

た番号です。

範囲なし

802.10 SAID 100,001 1 ～ 4,294,967,294

MTU サイズ 1500 1500 ～ 18,190

トランスレーショナル 
ブリッジ 1

1002 0 ～ 1005

トランスレーショナル 
ブリッジ 2

1003 0 ～ 1005

VLAN ステート active active、suspend、shutdown
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• 「グローバル コンフィギュレーション モードでの VLAN の設定」（P.15-6）

• 「VLAN へのレイヤ 2 LAN インターフェイスの割り当て」（P.15-8）

グローバル コンフィギュレーション モードでの VLAN の設定

スイッチが VTP サーバ モードまたはトランスペアレント モードの場合は（「VLAN トランキング プロ

トコル」（P.15-8）を参照）、グローバルおよび VLAN コンフィギュレーション モードで VLAN を設定

できます。VLAN をグローバルおよび config-vlan コンフィギュレーション モードで設定した場合、

VLAN の設定は running-config または startup-config ファイルではなく、vlan.dat ファイルに保存さ

れます。VLAN の設定を表示するには、show vlan コマンドを入力します。

スイッチが VLAN トランスペアレント モードの場合に、copy running-config startup-config コマン

ドを実行すると、VLAN の設定が startup-config ファイルに保存されます。実行コンフィギュレー

ションをスタートアップ コンフィギュレーションとして保存したあとに、show running-config コマ

ンドおよび show startup-config コマンドを実行すると、VLAN の設定が表示されます。

（注） スイッチの起動時に、startup-config ファイルおよび vlan.dat ファイル内の VTP ドメイン名と VTP 
モードが異なる場合、スイッチは vlan.dat ファイル内の設定を使用します。

ポート メンバーシップ モードを定義したり、VLAN のポートを追加および削除するには、インター

フェイス コンフィギュレーション コマンド モードを使用します。これらのコマンドの結果は、

running-config ファイルに書き込まれます。このファイルを表示するには、show running-config コ
マンドを使用します。

ユーザ設定 VLAN には 1 ～ 4094 の一意の ID があります。VLAN を作成するには、vlan コマンドと

使用されていない ID を入力します。特定の ID が使用されているかどうかを確認するには、show vlan 
id ID コマンドを入力します。VLAN を修正する場合は、既存の VLAN に vlan コマンドを使用しま

す。

VLAN の作成時に割り当てられるデフォルト パラメータの一覧は、「VLAN のデフォルト設定」

（P.15-5）を参照してください。media キーワードを使用しないで VLAN タイプを指定する場合、

VLAN はイーサネット VLAN になります。

VLAN を作成する手順は、次のとおりです。
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イーサネット VLAN を作成または変更する場合は、次の点に注意してください。

• レイヤ 3 ポートおよび一部のソフトウェア機能には、1006 以上から昇順に内部 VLAN を割り当て

る必要があるため、拡張範囲 VLAN は 4094 から降順に設定してください。

• 拡張範囲 VLAN が設定できるのはグローバル コンフィギュレーション モードだけです。VLAN 
データベース モードでは拡張範囲 VLAN を設定できません。

• レイヤ 3 ポートおよび一部のソフトウェア機能は、拡張範囲 VLAN を使用しています。作成また

は変更対象の VLAN がレイヤ 3 ポートまたはソフトウェア機能によって使用中の場合、スイッチ

からメッセージが表示され、VLAN 設定は変更されません。

• VLAN コンフィギュレーション コマンドで VLAN を作成すると、既存の VTP ドメインに自動的

に追加されます。ユーザのアクションは必要ではありません。

次に、グローバル コンフィギュレーション モードでイーサネット VLAN を作成し、設定を確認する例

を示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# vlan 3 
Switch(config-vlan)# end 
Switch# show vlan id 3 
VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
3    VLAN0003                         active 
VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2
---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------
3    enet  100003     1500  -      -      -        -    -        0      0 
Primary Secondary Type              Interfaces
------- --------- ----------------- -------------------------------------------
Switch#

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# vlan vlan_ID 
Switch(config-vlan)#

イーサネット VLAN を追加します。

（注） イーサネット VLAN 1 および FDDI、またはトークンリング 
VLAN 1002 ～ 1005 のメディア タイプのデフォルト VLAN 
は削除できません。

VLAN を削除する場合は、この VLAN に割り当てられたアク

セス ポートとして設定された LAN インターフェイスはいず

れも、非アクティブになります。これらのポートは、新しい 
VLAN に割り当てられるまで、元の VLAN に（非アクティブ

で）対応付けられたままです。

VLAN を削除する場合は no キーワードを使用します。

Switch(config-vlan)# と表示される場合、VLAN コンフィギュレー

ション モードで実行しています。新しく作成された VLAN のパラ

メータを変更する場合は、このモードを使用します。

ステップ 3 Switch(config-vlan)# end VLAN コンフィギュレーション モードからイネーブル モードに戻り

ます。

ステップ 4 Switch# show vlan [id | name] 
vlan_name

VLAN の設定を確認します。
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VLAN へのレイヤ 2 LAN インターフェイスの割り当て

管理ドメイン内で作成された VLAN は、VLAN に 1 つまたは複数の LAN インターフェイスを割り当

てるまで未使用の状態のままとなります。

（注） 適切なタイプの VLAN に LAN インターフェイスを割り当ててください。イーサネットタイプの 
VLAN には、ファスト イーサネット インターフェイス、ギガビット イーサネット インターフェイス、

10 ギガビット イーサネット インターフェイスを割り当てます。

VLAN に 1 つまたは複数の LAN インターフェイスを割り当てるには、「レイヤ 2 スイッチング用の

イーサネット インターフェイスの設定」（P.17-5）に記載されている作業を行います。

VLAN トランキング プロトコル
ここでは、Catalyst 4500 シリーズ スイッチの VLAN トランキング プロトコル（VTP）と、次の内容

について説明します。

• 「VTP について」（P.15-8）

• 「VTP 設定時の注意事項および制約事項」（P.15-13）

• 「VTP のデフォルト設定」（P.15-14）

• 「VTP の設定」（P.15-15）

VTP について 
VTP はレイヤ 2 のメッセージング プロトコルであり、VTP ドメインでの VLAN の追加、削除、名前

変更などを管理することにより、VLAN 設定の整合性を維持します。VTP ドメイン（別名、VLAN 管
理ドメイン）は、同じ VTP ドメイン名を共有し、トランクで相互接続された 1 つ以上のネットワーク 
デバイスで構成されます。VTP を使用すると、VLAN 名の重複、無効な VLAN タイプの指定、セキュ

リティ違反などのさまざまな問題によって生じる設定ミスおよび設定の矛盾が 小限に抑えられます。

VLAN を作成する前に、ネットワークで VTP を使用するかどうかを決定する必要があります。VTP を
使用すると、1 台または複数のネットワーク デバイス上で中央集約的に設定変更を行い、それらの変更

を自動的にネットワーク上の他のネットワーク デバイスに伝達することができます。VLAN の設定の

詳細については、「VLAN」（P.15-1）を参照してください。

ここでは、VTP の機能について説明します。

• 「VTP ドメインの概要」（P.15-9）

• 「VTP モードの概要」（P.15-9）

• 「VTP アドバタイズの概要」（P.15-10）

• 「VTP バージョンの概要」（P.15-10）

• 「VTP プルーニングの概要」（P.15-12）
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VTP ドメインの概要

VTP ドメインは、同じ VTP ドメイン名を共有し、相互接続された 1 台または複数のネットワーク デバ

イスで構成されます。1 台のネットワーク デバイスが所属できる VTP ドメインは 1 つだけです。ドメ

インのグローバル VLAN 設定を変更するには、Command-Line Interface（CLI; コマンドライン イン

ターフェイス）または Simple Network Management Protocol（SNMP; 簡易ネットワーク管理プロトコ

ル）を使用します。

デフォルトでは、Catalyst 4500 シリーズ スイッチは VTP サーバ モードであり、スイッチがトランク 
リンクを介してドメインについてのアドバタイズメントを受信するか、ユーザが管理ドメインを設定し

ない限り、ドメインは NULL に設定されます。管理ドメイン名を指定するか、スイッチがドメイン名

を学習するまで、VTP サーバ上での VLAN の作成または変更はできません。

スイッチが、トランク リンクを介して VTP アドバタイズを受信した場合、管理ドメイン名および VTP 
設定のリビジョン番号を継承します。スイッチは、別の管理ドメイン名または古い設定のリビジョン番

号が指定されたアドバタイズについては無視します。

スイッチを VTP トランスペアレントとして設定した場合、VLAN の作成および変更は可能ですが、そ

の変更が作用するのは個々のスイッチに限られます。

VTP サーバ上の VLAN 設定を変更すると、その変更は VTP ドメイン内のすべてのネットワーク デバ

イスに伝播されます。VTP アドバタイズメントは、すべてのスイッチ間リンク（ISL）と IEEE 802.1Q 
トランク接続に伝送されます。

VTP は、一意の名前と内部インデックスの対応によって、複数の LAN タイプに対して VLAN をダイ

ナミックにマッピングします。このマッピングにより、ネットワーク管理者の不要なデバイス管理が軽

減されます。

VTP モードの概要

次のいずれかの VTP モードで動作するようにCatalyst 4500 シリーズ スイッチを設定できます。

• サーバ：VTP サーバ モードでは、VLAN の作成、変更、および削除を行えます。また、VTP ドメ

イン全体に対して他の設定パラメータ（VTP バージョン、VTP プルーニングなど）を指定できま

す。VTP サーバは、同一 VTP ドメイン内の他のネットワーク デバイスに、自らの VLAN 設定を

アドバタイズし、トランク リンクを介して受信したアドバタイズに基づいて、自らの VLAN 設定

を他のネットワーク デバイスと同期させます。VTP サーバがデフォルトのモードです。

（注） VTP バージョン 3 では、VLAN の操作はプライマリ サーバに対してのみ行われます。

• クライアント：VTP クライアントは、VTP サーバと同様に動作しますが、VTP クライアント上で 
VLAN の作成、変更、または削除を行うことはできません。

• 透過的：VTP 透過ネットワーク装置は、VTP に関与しません。VTP トランスペアレント ネット

ワーク デバイスは、VLAN 設定をアドバタイズせず、受信したアドバタイズに基づいて同期させ

ることもありません。ただし VTP バージョン 2 では、トランスペアレント ネットワーク デバイス

は、トランキング LAN インターフェイスで受信した VTP アドバタイズメントを転送します。

• オフ：VTP オフ モードでは、ネットワーク デバイス機能は、VTP トランスペアレント デバイス

と同じ方法で動作します。ただし、VTP アドバタイズは転送されません。

（注） Catalyst 4500 シリーズ スイッチは、スイッチが Nonvolatile RAM（NVRAM; 不揮発性 RAM）への設

定の書き込み中に障害を検出すると、自動的に VTP サーバ モードから VTP クライアント モードに切

り替わります。この場合、NVRAM が正常に動作するまで、スイッチを VTP サーバ モードに戻すこと

はできません。
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VTP アドバタイズの概要

VTP ドメインの各ネットワーク デバイスは、予約されたマルチキャスト アドレスに対して、各トラン

キング LAN インターフェイスからアドバタイズメントを定期的に送信します。VTP アドバタイズを受

信した隣接するネットワーク デバイスは、必要に応じて各自の VTP および VLAN 設定を更新します。

VTP アドバタイズでは、次のグローバル設定情報が配信されます。

• VLAN ID（ISL および 802.1Q）

• エミュレートされた LAN 名（Asynchronous Transfer Mode（ATM; 非同期転送モード）LAN 
Emulation（LANE; LAN エミュレーション）用）

• 802.10 SAID 値（FDDI）

• VTP ドメイン名

• VTP 設定のリビジョン番号

• 各 VLAN の 大伝送単位（MTU）サイズを含めた VLAN 設定

• フレーム形式

VTP バージョンの概要

VTP バージョン 2

ネットワークで VTP を使用する場合は、VTP バージョン 2 またはバージョン 3 のどちらを使用するか

を決定する必要があります。

（注） Catalyst 4500 シリーズ スイッチは、トークンリングまたは FDDI メディアをサポートしません。ス

イッチは、FDDI、FDDI-Net、トークンリング コンセントレータ リレー機能（TrCRF）、またはトー

クンリング ブリッジ リレー機能（TrBRF）トラフィックを転送しませんが、VTP を使用して VLAN 
設定を伝播します。

VTP バージョン 1 ではサポートされず、バージョン 2 でサポートされる機能は、次のとおりです。

• トークン リング サポート：トークン リング LAN スイッチングと VLAN（TrBRF と TrCRF）を

サポートします。

• 認識不能な Type-Length-Value（TLV）のサポート：VTP サーバまたは VTP クライアントは、

TLV が解析不能であっても、設定の変更を他のトランクに伝播します。認識不可能な TLV は、

NVRAM に保存されます。

• バージョン依存型トランスペアレント モード：VTP バージョン 1 およびバージョン 2 の場合、

VTP トランスペアレント ネットワーク デバイスは、バージョンを確認せずに VTP メッセージを

トランスペアレント モードで転送します。

• 整合性検査：VTP バージョン 2 の場合、CLI（コマンドライン インターフェイス）、または SNMP
（簡易ネットワーク管理プロトコル）を介して新しい情報が入力された場合に限り、VLAN 整合性

検査（VLAN 名、値など）を行います。VTP メッセージから新しい情報を取得した場合、または 
NVRAM から情報を読み込んだ場合には、整合性検査を行いません。受信した VTP メッセージの

ダイジェストがただし場合は、整合性検査を行わずにその情報が受け入れられます。
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VTP バージョン 3

VTP バージョン 1 およびバージョン 2 ではサポートされず、バージョン 3 でサポートされる機能は、

次のとおりです。

• 非表示のパスワードのサポート：パスワードを hidden または secret として設定するオプションを

サポートします。

hidden キーワードを指定すると、ドメインで takeover コマンドが発行された場合、パスワードを

再入力する必要があります。パスワード文字列から生成される秘密キーが、const_nvram:vlan.dat 
ファイルに保存されます。このオプションを使用して設定する場合、パスワードは、設定内では普

通の文字列としては表示されません。代わりに、パスワードに関連付けられている秘密キーが、実

行中の設定で 16 進数の形式で保存されます。hidden キーワードが指定されていない場合、VTP 
バージョン 1 および VTP バージョン 2 のように、const_nvram:vlan.dat にクリア テキストとして

保存されます。

secret キーワードが指定される場合、パスワードの秘密キーは直接設定できます。

• 拡張 VLAN データベース伝播のサポート：VTP バージョン 2 では、VLAN 番号 1 から 1000 の 
VLAN 設定情報だけが伝播されます。VTP バージョン 3 では、情報は、VLAN 拡張範囲（VLAN 
番号 1006 から 4094）にも伝播されます。

• VTP バージョン 1、VTP バージョン 2、または VTP バージョン 3 が稼働している Catalyst 4500 
シリーズ スイッチでは、デフォルトの VLAN 1 および 1002 ～ 1005 は変更できません。

（注） VTP プルーニングは、VLAN 番号 1 から 1000 だけに、引き続き適用されます。

• ドメイン内のデータベースの伝播：VLAN データベース情報の伝播に加え、VTP では、Multiple 
Spanning Tree（MST）プロトコル データベース情報も伝播できます。

• VTP のディセーブル化：トランキング ポートで VTP がディセーブルになっているときには、その

ポート上のすべての VTP インスタンスに適用されます。VTP がグローバルにディセーブル化され

ているときには、システム内のすべてのトランキング ポートに設定が適用されます。

• VTP バージョン 1 および VTP バージョン 2 では、VTP サーバの役割は、データベースを 
NVRAM にバックアップすることと、管理者がデータベース情報を変更できるようにすることで

す。VTP バージョン 3 では、VTP プライマリ サーバと VTP セカンダリ サーバの役割が導入され

ました。VTP プライマリ サーバは、データベース情報をアップデートするために使用されます。

送信されたアップデートは、システム内のすべてのデバイスで受け取られます。VTP セカンダリ 
サーバは、VTP 設定を VTP プライマリ サーバからのアップデートを使用して受信した NVRAM 
にバック アップできます。

プライマリ サーバとセカンダリ サーバのステータスは、実行時のステータスで、設定可能なオプ

ションではありません。デフォルトでは、すべてのデバイスがセカンダリ サーバに割り当てられ

ます。プライマリ サーバのステータスが必要になるのは、データベースのアップデートが必要な

場合だけです。また、プライマリ サーバのステータスは、管理者がドメインから takeover メッ

セージを発行したときに取得されます。「テイクオーバーの起動」（P.15-20）を参照してください。

デバイスのリロードのときか、スイッチオーバー パラメータまたはドメイン パラメータが変更さ

れるときに、プライマリ サーバのステータスが失われます。セカンダリ サーバでは、設定がバッ

クアップされ、その伝播が継続されます。このため、プライマリ サーバがなくても VTP ドメイン

が機能する場合があります。
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VTP プルーニングの概要

VTP プルーニングは、ブロードキャスト パケット、マルチキャスト パケット、ユニキャスト パケット

など、不要なフラッディング トラフィックを削減することにより、ネットワークの帯域幅を拡張しま

す。VTP プルーニングを使用すると、トラフィックがネットワーク デバイスにアクセスするために使

用しなければならないトランク リンクへのフラッディング トラフィックが制限されるので、使用可能

な帯域幅が増えます。VTP プルーニングは、デフォルトではディセーブルに設定されています。

VTP プルーニングを有効にするには、管理ドメイン内のすべてのデバイスが VTP プルーニングをサ

ポートする必要があります。VTP プルーニングをサポートしないデバイスについては、トランク上で 
VLAN を使用できるように手動で設定する必要があります。

図 15-2 に、VTP プルーニングを使用しない場合のスイッチド ネットワークを示します。スイッチ 1 の
インターフェイス 1 およびスイッチ 4 のインターフェイス 2 は、Red という VLAN に割り当てられて

います。スイッチ 1 に接続されたホストから、ブロードキャストが送信されます。スイッチ 1 は、この

ブロードキャストをフラッディングします。Red VLAN にインターフェイスを持たないスイッチ 3、
5、6 も含めて、ネットワーク内のすべてのネットワーク デバイスがこのブロードキャストを受信しま

す。

プルーニングの設定は、Catalyst 4500 シリーズ スイッチ上でグローバルに行います（「VTP プルーニ

ングのイネーブル化」（P.15-17）を参照）。

図 15-2 VTP プルーニングを使用しない場合のフラッディング トラフィック

図 15-3 は、VTP プルーニングをイネーブルにした場合と同じスイッチド ネットワークを示していま

す。Red VLAN へのトラフィックは指定されたリンク（スイッチ 2 のインターフェイス 5 およびス

イッチ 4 のインターフェイス 4）でプルーニングされるので、スイッチ 1 からのブロードキャスト トラ

フィックは、スイッチ 3、5、6 に転送されません。
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図 15-3 VTP プルーニングを使用した場合のフラッディング トラフィック

VTP サーバで VTP プルーニングをイネーブルにすると、管理ドメイン全体でプルーニングがイネーブ

ルになります。VTP プルーニングは、イネーブルにしてから数秒後に有効になります。デフォルトで

は、VLAN 2 ～ 1000 がプルーニング適格です。VTP プルーニング不適格の VLAN からのトラフィッ

クは、プルーニングの対象になりません。VLAN 1 は常にプルーニング不適格です。VLAN 1 からのト

ラフィックはプルーニングできません。

トランキング LAN インターフェイスに VTP プルーニングを設定するには、switchport trunk 
pruning vlan コマンドを使用します。VTP プルーニングは、LAN インターフェイスがトランキングを

実行している場合に作用します。VTP ドメインで VTP プルーニングがイネーブルまたはディセーブル

のどちらに設定されているか、特定の VLAN が存在するかどうか、および LAN インターフェイスが

現在トランキングを実行しているかどうかにかかわらず、VLAN プルーニングを設定できます。

VTP 設定時の注意事項および制約事項

ネットワークに VTP を実装する場合、次の注意事項および制約事項に従ってください。

• スーパーバイザ エンジンの冗長構成は、デフォルト以外の VLAN データ ファイル名または場所を

サポートしません。冗長スーパーバイザ エンジンが搭載されたスイッチ上で、vtp file file_name 
コマンドを入力しないでください。

• 冗長スーパーバイザ エンジンを搭載する前に、デフォルト設定に戻るには no vtp file コマンドを

入力します。

• トランク ポート上の VTP バージョン 3 デバイスで、VTP バージョン 2 デバイスからのメッセージ
を受信すると、その特定のトランク上の VLAN データベースのスケール ダウン バージョンを 
VTP バージョン 2 の形式で送信します。VTP バージョン 3 デバイスは、トランクで 初に VTP 
バージョン 2 パケットを受信しない限り、そのトランク ポートで VTP バージョン 2 形式のパケッ
トを送信しません。

• VTP バージョン 3 デバイスはトランク ポートで VTP バージョン 2 デバイスを検出しても、VTP 
バージョン 2 パケットに加えて VTP バージョン 3 パケットを引き続き送信して、トランク外で 2 
種類のネイバーが共存できるようにします。

• VPT バージョン 3 デバイスは、VTP バージョン 2 またはバージョン 1 デバイスからの設定情報は
受け入れません。

• VPT バージョン 2 とは異なり、VTP がバージョン 3 として設定されても、ドメイン内のすべての
バージョン 3 対応デバイスは VPT バージョン 3 システムとしての動作を開始するように設定され
ません。
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• バージョン 2 またはバージョン 3 の機能をサポートする VTP バージョン 1 デバイスで、VTP バー
ジョン 3 パケットを受信すると、VTP バージョン 2 の機能との矛盾が存在しない場合は、このデ
バイスは VTP バージョン 2 として設定されます。

• VTP バージョン 1 にだけ対応するデバイスは、VTP バージョン 3 デバイスとの相互運用はできま
せん。

• トークンリング環境では、トークンリング VLAN スイッチング機能を正常に動作させるために、
VTP バージョン 2 またはバージョン 3 をイネーブルにする必要があります。

• 2 つの VPT バージョン 3 の領域は、VTP バージョン 1 または VTP バージョン 2 の領域を介して、
トランスペアレント モードでのみ通信が可能です。

• VTP ドメイン内のすべてのネットワーク デバイスで、同じ VTP バージョンを実行する必要があり

ます。

• VTP がセキュア モードの場合、管理ドメイン内の各ネットワーク デバイスにパスワードを設定す

る必要があります。

注意 セキュア モードで VTP を設定し、ドメイン内の各ネットワーク デバイスに管理ドメイン パスワー

ドを割り当てなかった場合、管理ドメインは正常に動作しません。

• VTP バージョン 2 対応のネットワーク デバイス上で VTP バージョン 2 をディセーブルに設定して

いる場合、その VTP バージョン 2 対応ネットワーク デバイスは、同一 VTP ドメイン内で VTP 
バージョン 1 が稼働しているネットワーク デバイスとして動作します（VTP バージョン 2 は、デ

フォルトでディセーブルに設定されています）。

• 同一 VTP ドメイン内のすべてのネットワーク デバイスがバージョン 2 に対応する場合を除き、

ネットワーク デバイス上で VTP バージョン 2 をイネーブルにしないでください。1 台のサーバ上

で VTP バージョン 2 をイネーブルにすると、ドメイン内のすべてのバージョン 2 対応ネットワー

ク デバイスで VTP バージョン 2 がイネーブルになります。

• VTP サーバ上で VTP プルーニングをイネーブルまたはディセーブルにすると、管理ドメイン全体

で VTP プルーニングがイネーブルまたはディセーブルになります。

• Catalyst 4500 シリーズ スイッチ上で VLAN をプルーニング適格または不適格として設定する場

合、設定が有効なのは、そのスイッチ上の VLAN のプルーニングだけです。VTP ドメイン内のす

べてのネットワーク デバイスに対して有効となるわけではありません。

• VLAN データベースは、システム上で実行中の VTP バージョンに準拠する形式で、NVRAM ファ

イルに保存されます。VTP バージョン 2 だけをサポートする古いイメージでは、VTP バージョン 
3 ファイル形式は認識されないため、VTP がサポートされる新しいイメージからサポートされない

イメージにシステムがダウングレードされた場合、NVRAM VLAN データベースの情報は失われ

ます。

VTP のデフォルト設定

表 15-3 に、VTP のデフォルト設定を示します。

表 15-3 VTP のデフォルト設定

機能 デフォルト値

VTP ドメイン名 ヌル

VTP モード サーバ

VTP バージョン 2 のイネーブル ステー

ト

バージョン 2 はディセーブル
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新たに出荷された Catalyst 4500 スーパーバイザ エンジン、Catalyst 4900 シリーズ スイッチ、および 
Cisco ME 4924-10GE スイッチのデフォルト VTP モードはトランスペアレントです。vlan.dat を削除

するか、 
erase cat4000_flash: コマンドを発行して、スイッチをリセットすると、VTP モードがサーバ モード

に変わります。

VTP の設定

ここでは、VTP の設定手順について説明します。

• 「VTP グローバル パラメータの設定」（P.15-15）

• 「VTP モードの設定」（P.15-18）

• 「テイクオーバーの起動」（P.15-20）

• 「VTP 統計情報の表示」（P.15-21）

• 「ドメイン内の VTP デバイスの表示」（P.15-21）

VTP グローバル パラメータの設定

ここでは、VTP グローバル パラメータの設定について説明します。

• 「VTP パスワードの設定」（P.15-16）

• 「VTP プルーニングのイネーブル化」（P.15-17）

• 「VTP バージョン番号のイネーブル化」（P.15-17）

（注） VTP グローバル パラメータは、グローバル コンフィギュレーション モード、または EXEC モードで

入力できます。

VTP パスワード なし

VTP プルーニング ディセーブル

表 15-3 VTP のデフォルト設定 （続き）

機能 デフォルト値
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VTP パスワードの設定

VTP グローバル パラメータを設定するには、次のコマンドを使用します。

次に、グローバル コンフィギュレーション モードで VTP パスワードを設定する例を示します。

Switch# configure terminal 
Switch(config)# vtp password WATER 
Setting device VLAN database password to WATER.
Switch# 

次に、EXEC モードで VTP パスワードを設定する例を示します。

Switch# vtp password WATER
Setting device VLAN database password to WATER.
Switch# 

（注） パスワードは実行コンフィギュレーション ファイルには保存されません。

次に、hidden パスワードを設定する例を示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# vtp password WATER hidden
Generating the secret associated to the password.
Switch(config)#

この例では、hidden キーワードを指定して設定したときに、パスワード WATER が表示される方法を

示します。

Switch# show vtp password
VTP Password: 89914640C8D90868B6A0D8103847A733
Switch#

コマンド 目的

Switch(config)# vtp password 
password_string [hidden | secret]

VTP ドメインのパスワード（8 ～ 64 文字）を設

定します。

VTP バージョン 3 では、hidden キーワードおよ

び secret キーワードを使用できます。

• hidden キーワードが使用される場合、パス

ワード文字列から生成される秘密キーが、

const_nvram:vlan.dat ファイルに保存されま

す。takeover コマンドを使用すると、パス

ワードを再入力する必要があります。

• secret キーワードが使用される場合、パス

ワードの秘密キーは直接設定できます。

secret パスワードには 32 文字の 16 進文字を

設定する必要があります。

Switch(config)# no vtp password パスワードを消去します。
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VTP プルーニングのイネーブル化

管理ドメイン内で VTP プルーニングをイネーブルにするには、次の作業を行います。

次に、VTP プルーニングを管理ドメイン内でイネーブルにする例を示します。

Switch# configure terminal 
Switch(config)# vtp pruning
Pruning switched ON

次に、リリースに関係なく、管理ドメイン内で VTP プルーニングをイネーブルにする例を示します。

Switch# vtp pruning
Pruning switched ON

次に、設定を確認する例を示します。

Switch# show vtp status | include Pruning
VTP Pruning Mode: Enabled
Switch# 

プルーニング適格性の設定については、「VTP プルーニングの概要」（P.15-12）を参照してください。

VTP バージョン番号のイネーブル化

VTP バージョン 2 対応のネットワーク デバイスでは、デフォルトで VTP バージョン 2 がディセーブル

に設定されています。ネットワーク デバイス上で VTP バージョン 2 をイネーブルにすると、VTP ドメ

イン内のすべての VTP バージョン 2 対応ネットワーク デバイスで VTP バージョン 2 がイネーブルに

なります。

注意 同一 VTP ドメイン内のネットワーク デバイスに関して、VTP バージョン 1 とバージョン 2 の間の

インターオペラビリティはありません。VTP ドメイン内のすべてのネットワーク デバイスで、同じ 
VTP バージョンを使用する必要があります。VTP ドメイン内のすべてのネットワーク デバイスが 
VTP バージョン 2 をサポートしている場合を除き、VTP バージョン 2 をイネーブルにしないでく

ださい。

（注） トークンリング環境では、トークンリング インターフェイスをサポートするデバイス上でトークンリ

ング VLAN スイッチングを正常に動作させるために、VTP バージョン 2 または VTP バージョン 3 を
イネーブルにする必要があります。

VTP バージョンをイネーブルにするには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch(config)# vtp pruning 管理ドメイン内で VTP プルーニングをイネーブルにし

ます。

ステップ 2 Switch# show vtp status | include pruning （任意）設定を確認します。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch(config)# vtp version {1 | 2 | 3} VTP バージョンをイネーブルにします。

ステップ 2 Switch# show vtp status | include {v1 | v2 | v3} （任意）設定を確認します。
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次に VTP バージョン 2 をイネーブルにする例を示します。

Switch# configure terminal 
Switch(config)# vtp version 2 
V2 mode enabled.
Switch(config)# 

次に、リリースに関係なく、VTP バージョン 2 をイネーブルにする例を示します。

Switch# vtp version 2 
V2 mode enabled.
Switch# 

次に、設定を確認する例を示します。

Switch# show vtp status | include V2 
VTP V2 Mode: Enabled
Switch# 

VTP モードの設定

VTP モードを設定するには、次の作業を行います。

（注） VTP がディセーブルの場合は、VLAN データベース モードでなく、コンフィギュレーション モードで 
VLAN コンフィギュレーション コマンドを入力でき、VLAN 設定はスタートアップ コンフィギュレー

ション ファイルに保存されます。

次に、スイッチを VTP サーバとして設定する例を示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# vtp mode server
Setting device to VTP SERVER mode.
Switch(config)# vtp domain Lab_Network
Setting VTP domain name to Lab_Network
Switch(config)# end
Switch# 

次に、スイッチを VTP クライアントとして設定する例を示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
Switch(config)# end
Switch# 

コマンド 目的

ステップ 1 Switch(config)# vtp mode {client | server | 
transparent | off}

VTP モードを設定します。

ステップ 2 Switch(config)# vtp domain domain_name （任意：サーバ モード専用）VTP ドメイン名を定義しま

す（ 大 32 文字）。VTP サーバ モードではドメイン名

が必要です。スイッチが VTP ドメインにトランク接続

されている場合、スイッチはドメイン内の VTP サーバ

からドメイン名を取得します。

（注） ドメイン名は消去できません。

ステップ 3 Switch(config)# end VLAN コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 4 Switch# show vtp status （任意）設定を確認します。
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次に、スイッチ上で VTP をディセーブルにする例を示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# vtp mode transparent
Setting device to VTP TRANSPARENT mode.
Switch(config)# end
Switch# 

次に、スイッチ上で VTP をディセーブルにし、VTP アドバタイズメントの転送をディセーブルにする

例を示します。

Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# vtp mode off
Setting device to VTP OFF mode.
Switch(config)# end
Switch#

次に、デバイスで VTP バージョン 1 を実行しているときの、VTP 設定パラメータの例を示します。

Switch# show vtp status 
VTP Version capable  : 1 to 3
VTP version running : 1
VTP Domain Name             : Lab_Network
VTP Pruning Mode              : Enabled
VTP Traps Generation            : Disabled
Device ID : 0016.9c6d.5300
Configuration last modified by 127.0.0.12 at 10-18-07 10:12:42
Local updater ID is 127.00.12 at 10-18-07 10:2:42

Feature VLAN:
--------------
VTP Operating Mode : Server
Maximum number of existing VLANs : 5
Configuration Revision : 1
MD5 digest                      : 0x92 0xF1 0xE8 0x52 0x2E ox5C 0x36 0x10 0x70 0x61 0xB8 

0x24 0xB6 0x93 0x21 0x09
Switch# 

次に、デバイスで VTP バージョン 2 を実行しているときの、VTP 設定パラメータの例を示します。

Switch# show vtp status 
VTP Version capable : 1 to 3
VTP version running : 2
VTP Domain Name : Lab_Network
VTP Pruning Mode : Disabled
VTP Traps Generation : Disabled
Device ID : 0012.44dc.b800
Configuration lst modified by 127.0.0.12 at 10-18-07 10:38:45
Local updater ID is 127.0.0.12 on interface EO 0/0 (first interface found)

Feature VLAN:
--------------
VTP Operating Mode : Server
Maximum VLANs supported locally: 1005
Number of existing VLANs : 1005
Configuration Revision : 1
MD5 digest : 0x2E 0x6B 0x99 0x58 0xA2 0x4F 0xD5 0x150x70 0x61 0xB8 

0x24 0xB6 0x93 0x21 0x09
Switch#
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次に、デバイスで VTP バージョン 3 を実行しているときの、VTP 設定パラメータの例を示します。

Switch# show vtp status 
VTP Version capable : 1 to 3
VTP version running : 3
VTP Domain Name : Lab_Network
VTP Pruning Mode : Disabled
VTP Traps Generation : Disabled
Device ID : 0012.44dc.b800

Feature VLAN:
--------------
VTP Operating Mode : Server
Number of existing VLANs : 1005
Number of existing extended VLANs: 3074
Configuration Revision : 18
Primary ID : 0012.4371.9ec0
Primary Description :
Switch# 

テイクオーバーの起動

この手順は、VTP バージョン 3 だけに適用されます。テイクオーバーを起動するには、次の作業を行

います。

次に、テイクオーバーを起動し、vlan データベースに対して実行する例を示します。

Switch# vtp primary-server vlan
Enter VTP password:password
This system is becoming primary for feature vlan

VTP Feature Conf Revision Primary Server Device ID Description
----------- ------------- -------------- -------- -------------------
MST Yes 4 0012.4371.9ec0=0012.4371.9ec0 R1
Do you want to continue? (confirm)
Switch#

コマンド 目的

Switch# vtp primary-server [vlan | mst]| [force] スイッチの動作ステートをセカンダリ サーバからプライ

マリ サーバに変更し、設定をドメイン全体にアドバタイ

ズします （このデバイスのパスワードが hidden キー

ワードで設定された場合、ユーザに対し、再入力を促す

プロンプトが表示されます）。

（注） force キーワードを使用すると、設定が矛盾する

すべてのサーバで設定が上書きされます。force 
キーワードを使用しない場合は、テイクオー

バーを続行する前に確認が求められます。

適切な機能（vlan または mst）を選択することによっ

て、テイクオーバーの場所を指定します。機能が選択さ

れていない場合、テイクオーバーは VLAN データベー

スに対して実行されます。
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VTP 統計情報の表示

送受信された VTP アドバタイズ、VTP エラーなどの VTP 統計情報を表示するには、次の作業を実行

します。

次に、VTP の統計情報を表示する例を示します。

Switch# show vtp counters
VTP statistics:
Summary advertisements received    : 7
Subset advertisements received     : 5
Request advertisements received    : 0
Summary advertisements transmitted : 997
Subset advertisements transmitted  : 13
Request advertisements transmitted : 3
Number of config revision errors   : 0
Number of config digest errors     : 0
Number of V1 summary errors        : 0

VTP pruning statistics:

Trunk            Join Transmitted Join Received    Summary advts received from
                                                   non-pruning-capable device
---------------- ---------------- ---------------- ---------------------------
Fa5/8               43071            42766            5

ドメイン内の VTP デバイスの表示

ドメイン内のすべての VTP デバイスの情報を表示するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

Switch# show vtp counters VTP の統計情報を表示します。

コマンド 目的

Switch# show vtp devices [conflicts] ドメイン内のすべての VTP デバイスで情報を収集し、

表示します。

（注） 特定の機能について vtp modes off または 
transparent に設定されているスイッチからは

情報は収集および表示されません。

conflicts キーワード（オプション）では、設定が矛盾

するプライマリ サーバがあるデバイスの情報が表示さ

れます。
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次に、ドメイン内で VTP デバイスの情報を表示する例を示します。

Switch# show vtp devices
Retrieving information from the VTP domain, please wait for 5 seconds.
VTP Feature Conf Revision Primary Server Device ID Device Description
----------- ---- -------- ------------------------------ ------------------
VLAN No 18 0016.9c6d.5300 0012.011a.0d00 R2
VLAN No 18 0016.9c6d.5300 0012.4371.9ec0 R1
MST Yes 4 0012.4371.9ec0=0012.4371.9ec0 R1

Switch#

VLAN メンバーシップ ポリシー サーバ
ここでは、VLAN Membership Policy Server（VMPS）を使用してダイナミック ポート VLAN メン

バーシップを設定する方法について説明します。次のサブセクションで構成されます。

• 「VMPS について」（P.15-22）

• 「VMPS クライアントの概要」（P.15-25）

• 「ダイナミック ポート VLAN メンバーシップの設定例」（P.15-31）

• 「VMPS データベース コンフィギュレーション ファイルの例」（P.15-34）

VMPS について

ここでは、VMPS サーバの機能と動作を説明します。

• 「VMPS サーバの概要」（P.15-22）

• 「VMPS サーバのセキュリティ モード」（P.15-23）

• 「代替 VLAN」（P.15-24）

• 「不正な VMPS クライアント要求」（P.15-24）

VMPS サーバの概要

VLAN メンバーシップ ポリシー サーバ（VMPS）は、ポートに接続されたデバイスの MAC アドレス

に基づいて、ポート用の VLAN を動的に選択する中央集中型サーバを提供します。ネットワーク内に

あるスイッチの 1 つのポートからネットワーク内にある別のスイッチのポートにホストを移動する場

合、そのスイッチはそのホストに適切な VLAN に新しいポートを動的に割り当てます。

Cisco IOS ソフトウェアを実行する Catalyst 4500 シリーズ スイッチは、VMPS 機能をサポートしませ

ん。このスイッチは VLAN Query Protocol（VQP）クライアントとしてだけ機能し、VQP を介して 
VMPS と通信します。VMPS 機能については、Catalyst オペレーティング システム ソフトウェアを実

行する Catalyst 4500 シリーズ スイッチ（または Catalyst 6500 シリーズ スイッチ）を使用する必要が

あります。

VMPS はユーザ データグラム プロトコル（UDP）ポートを使用して、クライアントから VQP 要求を

待ち受けます。したがって、VMPS がネットワーク上のローカルまたはリモート デバイスに存在する

かどうかを VMPS クライアントが知る必要はありません。VMPS サーバは VMPS クライアントから有

効な要求を受信すると、データベースで MAC アドレス /VLAN マッピングのエントリを検索します。
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要求に対する応答では、VMPS は次のいずれかのアクションを実行します。

• 割り当てられた VLAN がポート グループに限定されている場合、VMPS はこのグループに対する

要求ポートを確認し、次のように応答します。

– VLAN がポートで許可されている場合、VMPS は VLAN 名を応答としてクライアントに送信

します。

– VLAN がポートで許可されておらず、VMPS がセキュア モードでない場合、VMPS は
「access-denied」応答を送信します。

– VLAN がポートで許可されておらず、VMPS がセキュア モードの場合、VMPS は
「port-shutdown」応答を送信します。

• データベース内の VLAN が現在のポートの VLAN と一致せず、またポート上にアクティブ ホス

トがある場合、VMPS は VMPS のセキュア モード設定に応じて、「access-denied」（open）、
「fallback VLAN name」（代替 VLAN 設定で open）、「port-shutdown」（secure）、または「new 
VLAN name」（multiple）応答を送信します。

スイッチは「access-denied」応答を VMPS から受信すると、MAC アドレスとポート間のトラ

フィックをブロックし続けます。スイッチはポート向けのパケットをモニタし続け、新しいアドレ

スを識別すると VMPS にクエリーを送信します。スイッチが VMPS から「port-shutdown」応答

を受信すると、スイッチはポートをディセーブルにします。CLI、Cisco Visual Switch Manager
（CVSM）、または SNMP を使用してポートを手動で再びイネーブルにする必要があります。

また、セキュリティ上の理由から、コンフィギュレーション テーブル内の明示的なエントリを使

用して、特定の MAC アドレスへのアクセスを拒否することもできます。VLAN 名に none キー

ワードを入力すると、VMPS は「access-denied」または「port-shutdown」応答を送信します。

VMPS サーバのセキュリティ モード

VMPS は次の 3 つのモードで動作します。VMPS サーバが不正な要求に応答する方法は、VMPS が設

定されているモードによって異なります。

• 「open モード」（P.15-23）

• 「Secure モード」（P.15-24）

• 「multiple モード」（P.15-24）

open モード

このポートに VLAN が割り当てられていない場合、VMPS がこのポートに対する MAC アドレスの要

求を確認します。

• この MAC アドレスに関連付けられた VLAN がポートで許可されている場合、VLAN 名はクライ

アントに返されます。

• この MAC アドレスに関連付けられた VLAN がポートで許可されていない場合、ホストは

「access denied」応答を受信します。

このポートに VLAN が割り当てられている場合、VMPS がこのポートに対する MAC アドレスの要求

を確認します。

• この MAC アドレスに関連付けられたデータベース内の VLAN が現在のポートの VLAN と一致せ

ず、代替 VLAN 名が設定されている場合、VMPS は代替 VLAN 名をクライアントに送信します。

• この MAC アドレスに関連付けられたデータベース内の VLAN が現在のポートの VLAN と一致せ

ず、代替 VLAN 名が設定されていない場合、ホストは「access denied」応答を受信します。



15-24
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-25340-01-J

第 15 章      VLAN、VTP、および VMPS の設定

VLAN メンバーシップ ポリシー サーバ

Secure モード

このポートに VLAN が割り当てられていない場合、VMPS がこのポートに対する MAC アドレスの要

求を確認します。

• この MAC アドレスに関連付けられた VLAN がポートで許可されている場合、VLAN 名はクライ

アントに返されます。

• この MAC アドレスに関連付けられた VLAN がポートで許可されていない場合、ポートはシャッ

ト ダウンされます。

このポートに VLAN が割り当てられている場合、VMPS がこのポートに対する MAC アドレスの要求

を確認します。

• この MAC アドレスに関連付けられたデータベース内の VLAN が現在のポートの VLAN と一致し

ない場合、代替 VLAN 名が設定されていてもポートはシャットダウンされます。

multiple モード

複数のホスト（MAC アドレス）がすべて同じ VLAN にある場合、これらをダイナミック ポートでア

クティブにできます。ダイナミック ポートでリンクがダウンすると、ポートは割り当てられていない

状態に戻ります。ポートを通じてオンラインになるホストは、ポートが VLAN に割り当てられる前に、

VMPS ですべて再チェックされます。

ダイナミック ポートに接続された複数のホストが別の VLAN に属する場合、VMPS サーバに multiple 
モードが設定されていれば、 新の要求での MAC アドレスと一致する VLAN がクライアントに返さ

れます。

（注） Catalyst オペレーティング システム ソフトウェアを実行する Catalyst 4500 シリーズおよび Catalyst 
6500 シリーズ スイッチは、この 3 つの操作モードすべてで VMPS をサポートします。ただし、User 
Registration Tool（URT）は open モードだけをサポートします。

代替 VLAN

代替 VLAN 名を VMPS サーバで設定できます。

このポートに VLAN が割り当てられていない場合、VMPS がこのポートに対する MAC アドレスの要

求を比較します。

• データベースにない MAC アドレスを持つデバイスを接続する場合、VMPS は代替 VLAN 名をク

ライアントに送信します。

• 代替 VLAN 名が設定されておらず、MAC アドレスがデータベースにない場合、VMPS は
「access-denied」応答を送信します。

このポートに VLAN が割り当てられている場合、VMPS がこのポートに対する MAC アドレスの要求

を比較します。

• VMPS が secure モードの場合、代替 VLAN がサーバに設定されているかどうかに関係なく、

VMPS は「port-shutdown」応答を送信します。

不正な VMPS クライアント要求

次に、不正な VMPS クライアント要求の例を 2 つ示します。

• MAC アドレス マッピングが VMPS データベースに存在せず、「no fall back」VLAN が VMPS に
設定されている場合。
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• ポートがすでに VLAN に割り当てられ（VMPS モードは「multiple」でない）、2 番めの VMPS ク
ライアント要求が異なる MAC アドレスの VMPS で受信された場合。

VMPS クライアントの概要

ここでは、VMPS クライアントとしてスイッチを設定する方法、およびそのスイッチのポートをダイ

ナミック VLAN メンバーシップに設定する方法について説明します。

次のトピックについて説明します。

• 「ダイナミック VLAN メンバーシップの概要」（P.15-25）

• 「デフォルトの VMPS クライアント設定」（P.15-25）

• 「VMPS クライアントとしてのスイッチの設定」（P.15-26）

• 「VMPS の管理およびモニタリング」（P.15-29）

• 「ダイナミック ポート VLAN メンバーシップのトラブルシューティング」（P.15-30）

ダイナミック VLAN メンバーシップの概要

ポートが「dynamic」として設定されている場合、ポート上の MAC アドレスに基づき VLAN 情報を

受信します。VLAN が静的にポートに割り当てられていない場合、ポート上の MAC アドレスに基づ

き VMPS から動的に取得されます。

ダイナミック ポートは、1 つの VLAN だけに属することができます。リンクがアクティブになる際、

ポートが VLAN に割り当てられるまでスイッチはこのポートへトラフィックを転送しません。ダイナ

ミック ポート上にある新規ホストの 初のパケットにある送信元 MAC アドレスは、VQP 要求の一部

として VMPS に送信され、VMPS データベース内で MAC アドレスと VLAN の照合が行われます。一

致した場合、VMPS はそのポートの VLAN 番号を送信します。一致しない場合、（VMPS セキュリ

ティ モード設定に応じて）VMPS は要求を拒否するか、またはポートをシャット ダウンします。想定

される VMPS 応答の詳細については「VMPS について」（P.15-22）を参照してください。

複数のホスト（MAC アドレス）がすべて同じ VLAN にある場合、これらをダイナミック ポートでア

クティブにできます。ダイナミック ポートでリンクがダウンすると、ポートは割り当てられていない

ステートに戻り、VLAN に属さなくなります。ポートを通じてオンラインになるホストは、ポートが 
VLAN に割り当てられる前に、VMPS ですべて再チェックされます。

この操作を行うには、クライアント デバイスが VMPS に到達可能である必要があります。VMPS クラ

イアントは UDP パケットとして VQP 要求を送信し、中止する前に複数回試行します。再試行の間隔

については、「再試行間隔の設定」（P.29）を参照してください。

また、VMPS クライアントは定期的に VLAN メンバーシップを再確認します。再確認の回数について

は、「VMPS の管理およびモニタリング」（P.29）を参照してください。

大 50 台のホストは常に特定のポートでサポートされます。 大数を超えると、VMPS サーバの動作

モードに関係なくポートをシャットダウンします。

（注） ポートで 50 を超えるホストがアクティブになると、VMPS はダイナミック ポートをシャットダウンし

ます。

デフォルトの VMPS クライアント設定

表 15-4 に、クライアント スイッチのデフォルトの VMPS およびダイナミック ポート設定を示します。
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VMPS クライアントとしてのスイッチの設定

ここでは、次の項目について説明します。

• 「VMPS サーバの IP アドレスの設定」（P.15-26）

• 「VMPS クライアントでのダイナミック アクセス ポートの設定」（P.15-27）

• 「VLAN メンバーシップの再確認」（P.15-28）

• 「再確認間隔の設定」（P.15-28）

• 「VLAN メンバーシップの再確認」（P.15-28）

VMPS サーバの IP アドレスの設定

Catalyst 4500 シリーズ スイッチを VMPS クライアントとして設定するには、VMPS として機能する

スイッチの IP アドレスおよびホスト名を入力する必要があります。

Catalyst 4500 シリーズ スイッチ上でプライマリおよびセカンダリ VMPS を定義するには、次の作業を

行います。

次に、プライマリおよびセカンダリ VMPS デバイスを定義する例を示します。

Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# vmps server 172.20.128.179 primary
Switch(config)# vmps server 172.20.128.178
Switch(config)# end

（注） VMPS クライアントでこの CLI を使用して、 大 4 つの VMPS サーバを設定できます。

表 15-4 デフォルトの VMPS クライアントおよびダイナミック ポート設定

機能 デフォルト設定

VMPS ドメイン サーバ なし

VMPS 再確認インターバル 60 分

VMPS サーバ再試行回数 3

ダイナミック ポート 未設定

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# vmps server 
{ipaddress | hostname} primary

プライマリ VMPS サーバとして機能するスイッチの IP アドレ

ス、またはホスト名を指定します。

ステップ 3 Switch(config)# vmps server 
{ipaddress | hostname}

セカンダリ VMPS サーバとして機能するスイッチの IP アドレ

ス、またはホスト名を指定します。

ステップ 4 Switch(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 Switch# show vmps VMPS サーバ エントリを確認します。
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Switch# show vmps
VQP Client Status:
--------------------
VMPS VQP Version:   1
Reconfirm Interval: 60 min
Server Retry Count: 3
VMPS domain server: 172.20.128.179 (primary, current)
                    172.20.128.178
 
Reconfirmation status
---------------------
VMPS Action:         No Dynamic Port

VMPS クライアントでのダイナミック アクセス ポートの設定

VMPS クライアント スイッチにダイナミック アクセス ポートを設定するには、次の作業を行います。

次に、ダイナミック アクセス ポートを設定し、入力を確認する例を示します。

Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# interface fa1/1
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan dynamic
Switch(config-if)# end

Switch# show interface fa1/1 switchport
Name: Fa0/1
Switchport: Enabled
Administrative mode: dynamic auto
Operational Mode: dynamic access
Administrative Trunking Encapsulation: isl
Operational Trunking Encapsulation: isl
Negotiation of Trunking: Disabled
Access Mode VLAN: 0 ((Inactive))
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Trunking VLANs Enabled: NONE
Pruning VLANs Enabled: NONE 

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# interface interface インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始し、設

定するポートを指定します。

ステップ 3 Switch(config-if)# switchport mode 
access

ポートをアクセス モードに設定します。

ステップ 4 Switch(config-if)# switchport access 
vlan dynamic

ダイナミック VLAN アクセスの対象となるようにポートを設定

します。

ステップ 5 Switch(config-if)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 Switch# show interface interface 
switchport

入力を確認します。
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音声ポート

ダイナミック アクセス ポートに Voice VLAN ID（VVID; 音声 VLAN ID）が設定されている場合、

ポートはアクセス VLAN および音声 VLAN 両方に属することができます。そのため、IP Phone に接

続するよう設定されたアクセス ポートでは、次のために異なる VLAN を指定できます。

• IP Phone のアクセス ポート（アクセス VLAN）を介してスイッチに接続された PC へ、PC からの

データ トラフィック

• IP Phone へ、IP Phone からの音声トラフィック（音声 VLAN）

VLAN メンバーシップの再確認

スイッチが VMPS から受信したダイナミック ポート VLAN メンバーシップの割り当てを確認するに

は、次の作業を行います。

再確認間隔の設定

VMPS クライアントは、VMPS から受信した VLAN メンバーシップ情報を定期的に再確認します。

VLAN/MAC アドレス割り当てを再確認するまで VMPS クライアントが待機する時間（分）を設定でき

ます。

再確認間隔を設定するには、次の作業を行います。

次に、再確認間隔を 60 分に変更し、その変更を確認する例を示します。

Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# vmps reconfirm 60
Switch(config)# end
Switch# show vmps
VQP Client Status:
--------------------
VMPS VQP Version:   1
Reconfirm Interval: 60 min
Server Retry Count: 10
VMPS domain server: 172.20.130.50 (primary, current)

Reconfirmation status
---------------------
VMPS Action:         No Host 

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# vmps reconfirm ダイナミック ポート VLAN メンバーシップを再確認します。

ステップ 2 Switch# show vmps ダイナミック VLAN 再確認ステータスを確認します。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# vmps reconfirm minutes ダイナミック VLAN メンバーシップの再確認間隔を分単位で指定

します。

ステップ 3 Switch(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 Switch# show vmps ダイナミック VLAN 再確認ステータスを確認します。
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再試行間隔の設定

次のサーバにクエリーを実行するまで VMPS クライアントが VMPS に連絡を試行する回数を設定でき

ます。

再試行間隔を設定するには、次の作業を行います。

次に、再試行回数を 5 回に変更し、その変更を確認する例を示します。

Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# vmps retry 5
Switch(config)# end

Switch# show vmps
VQP Client Status:
--------------------
VMPS VQP Version:   1
Reconfirm Interval: 60 min
Server Retry Count: 5
VMPS domain server: 172.20.130.50 (primary, current)

Reconfirmation status
---------------------
VMPS Action:         No Host 

VMPS の管理およびモニタリング

show vmps コマンドを使用することにより、次の VMPS 情報を表示できます。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# vmps retry count VQP クエリーの再試行回数を指定します。デフォルト値は 3 です。

指定できる範囲は 1 ～ 10 です。

ステップ 3 Switch(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 Switch# show vmps 再試行回数を確認します。

VQP バージョン VMPS との通信に使用する VQP のバージョン。スイッチは、

VQP バージョン 1 を使用して VMPS にクエリーを実行しま

す。

再確認インターバル VLAN から MAC アドレスへの割り当てを再確認するまでス

イッチが待機する時間（分）。

サーバ再試行回数 VQP が VMPS へクエリーを再送信する回数。この回数すべて

を試行しても応答が得られない場合、スイッチはセカンダリ 
VMPS へのクエリーを開始します。
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次に、VMPS 情報を表示する例を示します。

Switch# show vmps
VQP Client Status:
--------------------
VMPS VQP Version:   1
Reconfirm Interval: 60 min
Server Retry Count: 3
VMPS domain server:
 
Reconfirmation status
---------------------
VMPS Action:         other

The following example shows how to display VMPS statistics:
Switch# show vmps statistics
VMPS Client Statistics
----------------------
VQP  Queries:               0
VQP  Responses:             0
VMPS Changes:               0
VQP  Shutdowns:             0
VQP  Denied:                0
VQP  Wrong Domain:          0
VQP  Wrong Version:         0
VQP  Insufficient Resource: 0

（注） VMPS 統計情報の詳細については、『Cisco IOS Command Reference』を参照してください。

ダイナミック ポート VLAN メンバーシップのトラブルシューティング

VMPS は次の条件でダイナミック ポートを errdisable にします。

• VMPS がセキュア モードであり、なおかつホストのポートへの接続を許可しない場合。VMPS は、

ホストがネットワークに接続しないようにポートを errdisable にします。

• 50 以上のアクティブ ホストがダイナミック ポートにある場合。

errdisable ステートのインターフェイスのステータスを表示する方法については、第 8 章「ポートのス

テータスと接続の確認」 を参照してください。errdisable ステートになっているポートを回復するには、 
errdisable recovery cause vmps グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

VMPS ドメイン サー

バ

設定された VLAN メンバーシップ ポリシー サーバの IP アド

レス。スイッチは、現在「current」とマークされたものにク

エリーを送信します。「primary」とマークされたものは、プラ

イマリ サーバです。

VMPS アクション 新の再確認試行の結果。再確認間隔が経過した場合に自動的

に再確認されるか、vmps reconfirm コマンドまたは CVSM 
や SNMP の同様のコマンドを入力することで自動的に再確認

できます。
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ダイナミック ポート VLAN メンバーシップの設定例

図 15-4（P.15-31） に、VMPS サーバとダイナミック ポートを持つ VMPS クライアント スイッチで構

成されるネットワークを示します。この例の前提条件は次のとおりです。

• VMPS サーバと VMPS クライアントは、それぞれ別のスイッチです。

• Catalyst 4000 ファミリ スイッチ 1（Catalyst オペレーティング システムを実行する）は、プライ

マリ VMPS サーバです。

• Catalyst 6000 ファミリ スイッチ 3（Catalyst オペレーティング システムを実行）および URT は、

セカンダリ VMPS サーバです。

• エンド ステーションは、次のクライアントに接続されています。

– Catalyst 4500 シリーズ XL スイッチ 2（Catalyst Cisco IOS を稼働）

– Catalyst 4500 シリーズ XL スイッチ 9（Catalyst Cisco IOS を稼働）

• データベース コンフィギュレーション ファイルは Bldg-G.db という名前で、IP アドレスが 
172.20.22.7 の TFTP サーバに保存されています。

図 15-4 ダイナミック ポート VLAN メンバーシップの構成例
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可能なトポロジは、2 種類あります。図 15-5 に、1 つのエンド ステーションに VMPS クライアントと

して稼働する Catalyst 4500 シリーズ スイッチが直接接続されたトポロジを示します。図 15-6 に、1 つ
のエンド ステーションに Catalyst 4500 シリーズ スイッチと接続する Cisco IP Phone が接続されたト

ポロジを示します。

図 15-5 ダイナミック ポート VLAN メンバーシップの構成例

図 15-6 ダイナミック ポート VLAN メンバーシップの構成例

次の手順では、Catalyst 4500 および Catalyst 6500 シリーズ スイッチ（Catalyst オペレーティング シ
ステムを稼働）が VMPS サーバとなります。ネットワーク内の Catalyst 4500 シリーズ スイッチのク

ライアントを設定するには、この手順を実行します。

ステップ 1 クライアント スイッチであるスイッチ 2 の VMPS サーバ アドレスを設定します。

a. 特権 EXEC モードから、グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

switch# configuration terminal

b. プライマリ VMPS サーバの IP アドレスを入力します。

switch(config)# vmps server 172.20.26.150 primary

c. セカンダリ VMPS サーバの IP アドレスを入力します。

switch(config)# vmps server 172.20.26.152

d. VMPS IP アドレスの設定を確認するには、特権 EXEC モードに戻ります。

switch(config)# exit
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e. スイッチに設定された VMPS 情報を表示します。

switch# show vmps
VQP Client Status:
--------------------
VMPS VQP Version:   1
Reconfirm Interval: 60 min
Server Retry Count: 3
VMPS domain server: 172.20.26.152
                    172.20.26.150 (primary, current

ステップ 2 スイッチ 2 のポート Fa0/1 をダイナミック ポートとして設定します。

a. グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

switch# configure terminal

b. インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始します。

switch(config)# interface fa2/1

c. スタティック アクセス ポートの VLAN メンバーシップ モードを設定します。

switch(config-if)# switchport mode access

d. ポートのダイナミック VLAN メンバーシップを割り当てます。

switch(config-if)# switchport access vlan dynamic

e. 特権 EXEC モードに戻ります。

switch(config-if)# exit
switch#

ステップ 3 ポート Fa2/1 のエンド ステーション 2 を接続します。エンド ステーション 2 がパケットを送信すると、

スイッチ 2 がプライマリ VMPS サーバであるスイッチ 1 にクエリーを送ります。スイッチ 1 は、ポー

ト Fa2/1 の VLAN ID で応答します。スパニングツリー PortFast モードが Fa2/1 上でイネーブルの場

合、ポート Fa2/1 はただちに接続されて転送を開始します。

ステップ 4 VMPS 再確認間隔を 60 分に設定します。再確認間隔とは、VLAN/MAC アドレス割り当てを再確認す

るまでスイッチが待機する時間（分）です。

switch# config terminal
switch(config)# vmps reconfirm 60

ステップ 5 特権 EXEC モードでエントリを確認します。

switch# show vmps
VQP Client Status:
--------------------
VMPS VQP Version:   1
Reconfirm Interval: 60 min
Server Retry Count: 3
VMPS domain server:
 
Reconfirmation status
---------------------
VMPS Action:         No Dynamic Port

ステップ 6 ステップ 1 およびステップ 2 を繰り返して、VMPS サーバ アドレスを設定し、各 VMPS クライアント 
スイッチのダイナミック ポートを割り当てます。
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VMPS データベース コンフィギュレーション ファイルの例

次に、VMPS サーバに表示される VMPS データベース コンフィギュレーション ファイルの例を示しま

す。VMPS データベース コンフィギュレーション ファイルは ASCII テキスト ファイルで、VMPS 
サーバとして機能するスイッチにアクセス可能な TFTP サーバに保存されます。

!vmps domain <domain-name>
! The VMPS domain must be defined.
!vmps mode {open | secure}
! The default mode is open.
!vmps fallback <vlan-name>
!vmps no-domain-req {allow | deny}
!
! The default value is allow.
vmps domain WBU
vmps mode open
vmps fallback default
vmps no-domain-req deny
!
!
!MAC Addresses
!
vmps-mac-addrs
!
! address <addr> vlan-name <vlan_name>
!
address 0012.2233.4455 vlan-name hardware
address 0000.6509.a080 vlan-name hardware
address aabb.ccdd.eeff vlan-name Green
address 1223.5678.9abc vlan-name ExecStaff
address fedc.ba98.7654 vlan-name --NONE--
address fedc.ba23.1245 vlan-name Purple
!
!Port Groups
!
!vmps-port-group <group-name>
! device <device-id> {port <port-name> | all-ports}
!
vmps-port-group WiringCloset1
 device 198.92.30.32 port Fa1/3
 device 172.20.26.141 port Fa1/4
vmps-port-group “Executive Row”
 device 198.4.254.222 port es5%Fa0/1
 device 198.4.254.222 port es5%Fa0/2
 device 198.4.254.223 all-ports
!
!VLAN groups
!
!vmps-vlan-group <group-name>
! vlan-name <vlan-name>
!
vmps-vlan-group Engineering
vlan-name hardware
vlan-name software
!
!VLAN port Policies
!
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!vmps-port-policies {vlan-name <vlan_name> | vlan-group <group-name>}
! {port-group <group-name> | device <device-id> port <port-name>}
!
vmps-port-policies vlan-group Engineering
 port-group WiringCloset1
vmps-port-policies vlan-name Green
 device 198.92.30.32 port Fa0/9
vmps-port-policies vlan-name Purple
 device 198.4.254.22 port Fa0/10
 port-group “Executive Row”
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IP アンナンバード インターフェイスの設定

この章では、IP アンナンバード インターフェイス機能について説明します。この機能を使用すると、

明示的に IP アドレスを割り当てないで、インターフェイス上で IP 処理を行うことが可能になります。

この章で説明する内容は、次のとおりです。

• 「IP アンナンバード インターフェイス サポートについて」（P.16-1）

• 「IP アンナンバード コンフィギュレーションの注意事項および制約事項」（P.16-3）

• 「DHCP サーバにおける IP アンナンバード インターフェイス サポートの設定」（P.16-4）

• 「接続先ホストのポーリングを使用した IP アンナンバード インターフェイス サポートの設定」

（P.16-6）

• 「IP アンナンバード インターフェイス設定の表示」（P.16-7）

• 「IP アンナンバード インターフェイスのトラブルシューティング」（P.16-8）

• 「関連資料」（P.16-8）

（注） この章で使用するスイッチ コマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL で『Cisco 
Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』と関連資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products//hw/switches/ps4324/index.html

『Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』に掲載されていないコマンドについては、より詳

細な Cisco IOS ライブラリを参照してください。次の URL でCisco IOS コマンド リファレンスと関連

資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html

IP アンナンバード インターフェイス サポートについて
IP アンナンバード インターフェイスを使用した VLAN および LAN インターフェイスを設定する前に、

次の概念を理解する必要があります。

• 「DHCP サーバとリレー エージェントでの IP アンナンバード インターフェイス サポート」

（P.16-2）

• 「DHCP オプション 82」（P.16-2）

• 「接続ホストのポーリングを使用した IP アンナンバード インターフェイス」（P.16-3）

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html
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DHCP サーバとリレー エージェントでの IP アンナンバード インターフェ
イス サポート

IP アンナンバード インターフェイスの構成では、明示的に IP アドレスを割り当てないで、インター

フェイス上で IP 処理を行うことが可能になります。IP アンナンバード インターフェイスは、Catalyst 
4500 シリーズ スイッチにすでに設定されている別のインターフェイスから IP アドレスを「借りる」

ことができるので、ネットワークとアドレス空間を節約できます。DHCP サーバ /リレー エージェント

でこの機能を使用すると、DHCP サーバによって割り当てられたホスト アドレスを DHCP リレー エー

ジェントで動的に学習できます。

図 16-1 に、IP アンナンバード インターフェイス機能を実装するネットワーク トポロジ例を示します。

このトポロジでは、DHCP サーバが IP アドレスをホストに割り当てるときに、集約スイッチが IP ルー

トを動的に確立します。

図 16-1 VLAN 上で IP アンナンバード インターフェイス機能を使用するネットワーク トポロジ例

DHCP オプション 82
DHCP は、TCP/IP ネットワーク上のホストに設定情報を渡すフレームワークを提供します。設定パラ

メータと他の制御情報は、DHCP メッセージのオプション フィールドに保存されているタグ付きデー

タ項目で伝送されます。データ項目は、オプションとも呼ばれます。オプション 82 は、リレー エー

ジェントが認識する情報を含んだ単一の DHCP オプションとして構成されています。

IP アンナンバード インターフェイス機能は、エージェント リモート ID と呼ばれる DHCP リレー エー

ジェント情報オプションのサブオプションを使用して、DHCP サーバに情報を伝えます。エージェン

ト リモート ID で送信された情報には、リレー エージェントを特定する IP アドレス、インターフェイ

スに関する情報、および DHCP 要求を入力した接続に関する情報が含まれます。DHCP サーバはこの

情報を使用して、IP アドレスの割り当てとセキュリティ ポリシーの決定を行うことができます。

図 16-2 に、IP アンナンバード インターフェイス機能で使用されるエージェント リモート ID サブオプ

ションの形式を示します。
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IP アンナンバード コンフィギュレーションの注意事項および制約事項

図 16-2 エージェント リモート ID サブオプションの形式

表 16-1 で、図 16-2 に示されたエージェント リモート ID サブオプション フィールドについて説明し

ます。

接続ホストのポーリングを使用した IP アンナンバード インターフェイス

（注） この機能オプションは、LAN および VLAN インターフェイスだけに適用できます。

場合によっては、ホスト IP アドレスが静的に割り当てられていることがあります。IP アンナンバード 
インターフェイス機能は、動的にスタティック ホスト IP アドレスを学習できます。

IP アンナンバード コンフィギュレーションの注意事項およ
び制約事項

IP アンナンバード インターフェイスを使用（または設定）した場合、次の注意事項および制約事項を

考慮してください。

• IP アンナンバード インターフェイスの場合、次の機能がサポートされません。

– ダイナミック ルーティング プロトコル

– HSRP/VRRP

 1  2  9  10 3  4
VLAN ID

 11  12
NAS IP 

 5  8

1
0
3
0
8
8

1 12 

表 16-1 エージェント リモート ID サブオプション フィールドの説明

フィールド 説明

タイプ 形式タイプ。値 2 はこの機能で使用する形式を指定します。（1 バイ

ト）

長さ エージェント リモート ID サブオプションの長さ。タイプ フィールド

と長さフィールドは含まれません。（1 バイト）

予備 予備。（2 バイト）

NAS IP アドレス ip unnumbered コマンドで指定したインターフェイスの IP アドレ

ス。（4 バイト）

インターフェイス 物理インターフェイス。このフィールドの形式は次のとおりです。

スロット（4 ビット）| モジュール（1 ビット）| ポート（3 ビット） 

たとえば、インターフェイス名がインターフェイス Ethernet 2/1/1 の
場合、スロットは 2、モジュールは 1、およびポートは 1 です。（1 バ
イト）

予備 予備。（1 バイト）

VLAN ID イーサネット インターフェイスの VLAN ID。（2 バイト）
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DHCP サーバにおける IP アンナンバード インターフェイス サポートの設定

– スタティック ARP 

– 別の VRF でのアンナンバード インターフェイスとナンバード インターフェイス

• Cisco IOS では、dhcp host routes を接続ルートとして追加するオプションを使用できます。ただ

し、接続モードを使用している場合、clear ip route * コマンドは dhcp ホスト接続ルートを永久的

に削除します。

回避策：

– レイヤ 3 インターフェイス（SVI）の場合は、shut と入力してから no shut と入力します。

– スタティック ルートを使用するために IP アンナンバードをイネーブルにするには、ip dhcp 
route static コマンドを入力します。

• IP アンナンバード インターフェイスで設定されたインターフェイスで IP リダイレクトは送信され

ません。

• IP アンナンバード インターフェイスはマルチキャスト ソース パケットを転送できません。

DHCP サーバにおける IP アンナンバード インターフェイス 
サポートの設定

（注） DHCP は、次の作業を実行する前に設定され、動作可能である必要があります。

ここでは、次の手順について説明します。

• 「LAN および VLAN インターフェイスに対する IP アンナンバード インターフェイス サポートの

設定」（P.16-4）

• 「イーサネット VLAN 範囲に対する IP アンナンバード インターフェイス サポートの設定」

（P.16-5）

LAN および VLAN インターフェイスに対する IP アンナンバード インター
フェイス サポートの設定

単一 LAN または VLAN インターフェイスに IP アンナンバード インターフェイス サポートを設定する

には、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# enable 特権 EXEC モードをイネーブルにします。

プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 3 Switch(config)# interface [fastethernet | 
gigabitethernet | tengigabitethernet | vlan 
vlan | port-channel | loopback]

インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始

し、トンネル ポートとして設定するインターフェイスを入

力します。
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DHCP サーバにおける IP アンナンバード インターフェイス サポートの設定

次に、イーサネット VLAN 10 が IP アンナンバード インターフェイスとして設定されている例を示し

ます。

Switch> enable
Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# interface vlan 10
Switch(config-if)# ip unnumbered Lookback 0

イーサネット VLAN 範囲に対する IP アンナンバード インターフェイス サ
ポートの設定

特定の範囲のイーサネット VLAN インターフェイスに IP アンナンバード インターフェイス サポート

を設定するには、次の作業を行います。

ステップ 4 Switch(config-if)# ip unnumbered type number 明示的な IP アドレスをインターフェイスに割り当てずに

インターフェイス上の IP 処理をイネーブルにします。

type および number 引数は、IP アドレスが割り当てられて

いるスイッチ上の別のインターフェイスを指定します。指

定したインターフェイスを別のアンナンバード インター

フェイスに設定することはできません。

ステップ 5 Switch(config-if)# exit グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 6 Switch(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 7 Switch# show running-config IP アンナンバード サポートが正しく設定されていること

を確認します。

コマンド 目的

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 Switch# enable 特権 EXEC モードをイネーブルにします。

プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 3 Switch(config)# interface range {{fastethernet 
| gigabitethernet | vlan vlan} slot/interface 
{fastethernet | gigabitethernet | vlan vlan} 
slot/interface | macro macro-name}

複数のインターフェイスで同時にコマンドを実行します。

範囲情報を分けるために、両側にスペースを付けた形でハ

イフンを入力する必要があります。

ステップ 4 Switch(config-if)# ip unnumbered type number 明示的な IP アドレスをインターフェイスに割り当てずに

インターフェイス上の IP 処理をイネーブルにします。

type および number 引数は、IP アドレスが割り当てられて

いるスイッチ上の別のインターフェイスを指定します。指

定したインターフェイスを別のアンナンバード インター

フェイスに設定することはできません。

ステップ 5 Switch(config-if)# exit グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 6 Switch(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 7 Switch# show running-config IP アンナンバード サポートが正しく設定されていること

を確認します。
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接続先ホストのポーリングを使用した IP アンナンバード インターフェイス サポートの設定

次に、1 ～ 10 の範囲の VLAN を IP アンナンバード インターフェイスとして設定する例を示します。

Fast Ethernet 3/1 の IP アドレスを共有しています。

Switch> enable
Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# interface range vlan 1 - 10
Switch(config-if)# ip unnumbered fastethernet 3/1
Switch(config-if)# exit
Switch(config)# end

接続先ホストのポーリングを使用した IP アンナンバード イ
ンターフェイス サポートの設定

接続ホストのポーリングを使用する IP アンナンバード インターフェイス サポートを設定するには、次

の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# enable 特権 EXEC モードをイネーブルにします。

プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま

す。

ステップ 3 Switch(config)# interface vlan vlan-id インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始

し、トンネル ポートとして設定するインターフェイスを

入力します。

ステップ 4 Switch(config-if)# ip unnumbered type number poll 明示的な IP アドレスをインターフェイスに割り当てず

に、インターフェイス上の IP 処理および、接続ホストの

ポーリングをイネーブルにします。

type および number は、IP アドレスが割り当てられてい

るスイッチ上の別のインターフェイスを指定します。指

定したインターフェイスを別のアンナンバード インター

フェイスに設定することはできません。

type 引数には、loopback、fastethernet、
gigabitethernet、svi、および portchannel の値を設定で

きます。

ステップ 5 Switch(config-if)# exit グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 6 Switch(config)# ip arp poll queue <10-10000> ホスト アドレスのグローバル バックログ キューが検出

されるように設定します。

キュー サイズのデフォルトは 1000 です。

ステップ 7 Switch(config)# ip arp poll rate <10-10000> アンナンバード インターフェイスで送信される ARP 要
求の 大数を設定します。

ARP 要求のデフォルト数は、1000 pps です。

ステップ 8 Switch(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 9 Switch# show running-config IP アンナンバード サポートが正しく設定されていること

を確認します。
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IP アンナンバード インターフェイス設定の表示

次に、ファスト イーサネット インターフェイス 6/2 での IP 処理および接続ホストのポーリングをイ

ネーブルにする例を示します。また、グローバル バックログ キューを 2000 に設定し、ARP 要求の

大数を 500 に設定する例も示します。

Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)# interface fastEthernet 6/2
Switch(config-if)# no switchport
Switch(config-if)# ip unnumbered loopback 0 poll
Warning: dynamic routing protocols will not work on non-point-to-point interfaces with IP 
unnumbered configured.
Switch(config-if)# exit
Switch(config)# ip arp poll queue 2000
Switch(config)# ip arp poll rate 500
Switch(config)# end

IP アンナンバード インターフェイス設定の表示
show ip interface unnumbered コマンドを使用して、接続ホストのポーリングを行うアンナンバード 
インターフェイスのステータスを表示します。

アンナンバード インターフェイスのステータスを表示するには、このコマンドを入力します。

次に、接続ホストのポーリングを行うアンナンバード インターフェイスのステータスを表示する例を

示します。

Switch# show ip interface loopback 0 unnumbered detail 
Number of unnumbered interfaces with polling: 1
Number of IP addresses processed for polling: 2
10.1.1.7
10.1.1.8
Number of IP addresses in queue for polling: 2(high water mark: 3)
10.1.1.17
10.1.1.18

スイッチの接続ホストのポーリングを行うアンナンバード インターフェイスのバックログの主要な統

計情報を表示するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

Switch# show ip interface [type number] 
unnumbered [detail] 

Catalyst 4500 シリーズ スイッチ上の接続ホストのポーリン

グを行うアンナンバード インターフェイスのステータスを表

示します。

コマンド 目的

Switch# show ip arp poll [detail] スイッチの接続ホストのポーリングを行うアンナンバード イ
ンターフェイスのバックログの主要な統計情報を表示しま

す。



16-8
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-25340-01-J

第 16 章      IP アンナンバード インターフェイスの設定

IP アンナンバード インターフェイスのトラブルシューティング

次に、接続ホストのポーリングを行うアンナンバード インターフェイスのバックログの主要な統計情

報を表示する例を示します。

Switch# show ip arp poll
Number of IP addresses processed for polling: 439
Number of IP addresses in queue for polling: 3 (high water mark: 0, max: 1000)
Number of requests dropped:
  Queue was full: 0
  Request was throttled by incomplete ARP: 0
  Duplicate request was found in queue: 0

アンナンバード インターフェイス バックログの主要な統計情報をクリアするには、次のように clear 
ip arp poll statistic コマンドを使用します。

Switch# clear ip arp poll statistic
Switch# show ip arp poll
Number of IP addresses processed for polling: 0
Number of IP addresses in queue for polling: 0 (high water mark: 0, max: 1000)
Number of requests dropped:
  Queue was full: 0
  Request was throttled by incomplete ARP: 0
  Duplicate request was found in queue: 0

IP アンナンバード インターフェイスのトラブルシューティ
ング

接続ホストのポーリングをデバッグする方法については、Cisco.com で debug arp コマンドの Cisco 
IOS マニュアルを参照してください。

プレフィックスが OSPF ネットワークにアドバタイズされているループバック インターフェイスの IP 
アドレスを IP アンナンバード インターフェイスが共有する場合、ループバック インターフェイスをポ

イントツーポイント インターフェイスに変更する必要があります。そうしないと、ループバック イン

ターフェイスのホスト ルートだけが OSPF ネイバーにアドバタイズされます。

Switch(config)# int loopback 0
Switch(config-if)# ip address
Switch(config-if)# ip address 10.1.0.1 255.255.0.0 
Switch(config-if)# ip ospf network point-to-point 
Switch(config-if)# end

関連資料
関連項目 参照先

DHCP およびその他の IP アドレッシングの設定作業 『Cisco IOS IP Addressing Services Configuration Guide,Release 
12.4』の「IP Addressing and Services 」の項  

DHCP およびその他の IP アドレッシングのコマンド 『Cisco IOS IP Addressing Services Command Reference, 
Release12.4 T』

VLAN の設定作業 『Cisco IOS LAN Switching Configuration Guide,Release 12.4』の

「Virtual LANs」の章

VLAN コンフィギュレーション コマンド 『Cisco IOS LAN Switching Command Reference, Release12.4 T』
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レイヤ 2 イーサネット インターフェイスの設
定

この章では、Command Line Interface（CLI; コマンドライン インターフェイス）を使用して、

Catalyst 4500 シリーズ スイッチ上でレイヤ 2 スイッチング用のファスト イーサネットとギガビット 
イーサネットを設定する手順について説明します。設定上の注意事項、設定手順、および設定例につい

ても示します。この章の設定は、スーパーバイザ エンジンのアップリンク ポートを含むすべてのモ

ジュールのファスト イーサネットおよびギガビット イーサネット インターフェイスに適用されます。

この章の主な内容は、次のとおりです。

• 「レイヤ 2 イーサネット スイッチングについて」（P.17-1）

• 「レイヤ 2 イーサネット インターフェイスのデフォルト設定」（P.17-4）

• 「レイヤ 2 インターフェイス設定時の注意事項および制約事項」（P.17-5）

• 「レイヤ 2 スイッチング用のイーサネット インターフェイスの設定」（P.17-5）

（注） レイヤ 3 インターフェイスの設定手順については、第 32 章「レイヤ 3 インターフェイスの設定」 を参

照してください。

（注） この章で使用するスイッチ コマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL で『Cisco 
Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』と関連資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products//hw/switches/ps4324/index.html

『Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』に掲載されていないコマンドについては、より詳

細な Cisco IOS ライブラリを参照してください。次の URL でCisco IOS コマンド リファレンスと関連

資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html

レイヤ 2 イーサネット スイッチングについて
ここでは、Catalyst 4500 シリーズ スイッチでのレイヤ 2 イーサネット スイッチングの機能について説

明します。

• 「レイヤ 2 イーサネット スイッチング」（P.17-2）

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html
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レイヤ 2 イーサネット スイッチングについて

• 「VLAN トランク」（P.17-3）

• 「レイヤ 2 インターフェイス モード」（P.17-3）

レイヤ 2 イーサネット スイッチング

Catalyst 4500 シリーズ スイッチは、レイヤ 2 イーサネット セグメント間での同時パラレル接続をサ

ポートします。イーサネット セグメント間のスイッチド コネクションが維持されるのは、パケットの

伝送時間の長さだけです。以降のパケットには、別のセグメント間に新しい接続が確立されます。

（注） Cisco IOS Release 12.1(13)EW の場合、Catalyst 4500 シリーズ スイッチは 1600 バイトのパケットを

処理できます。「オーバーサイズ」として処理して廃棄することはありません。このサイズは、一般的

な Institute of Electrical and Electronics Engineers（IEEE; 電気電子学会）Maximum Transmission Unit
（MTU; 大伝送単位）（1518 バイト）および 802.1Q MTU（1522 バイト）よりも大きな値です。大容

量パケットを処理するには、ネットワーク上で 2 つのネスト化した 802.1Q ヘッダーとマルチプロトコ

ル ラベル スイッチング（MPLS）のサポートが必要です。

Catalyst 4500 シリーズは、高帯域のデバイスおよび多数のユーザに起因する輻輳問題を解決するため

に、デバイス（サーバなど）ごとに専用の 10 Mbps、100 Mbps、または 1000 Mbps セグメントを割り

当てます。スイッチの各イーサネット インターフェイスは、それぞれ別のイーサネット セグメントに

接続されているので、スイッチング環境が適切に設定されていれば、サーバは全帯域幅にアクセスでき

ます。

衝突はイーサネット ネットワークにおける大きな障害になりますが、有効な解決策の 1 つは全二重通

信です。イーサネットは通常、半二重モードで動作します。つまり、各ステーションは送信または受信

のどちらか一方しか実行できません。全二重モードでは、2 つのステーション間で同時に送受信を行う

ことができます。パケットを同時に双方向に流すことができる場合、有効イーサネット帯域幅は 2 倍に

なり、10 Mbps インターフェイスで 20 Mbps、ファスト イーサネット インターフェイスで 200 Mbps 
になります。Catalyst 4500 シリーズ スイッチのギガビット イーサネット インターフェイスは全二重

モード専用で、2 Gbps の有効帯域幅を提供します。

セグメント間のフレーム スイッチング

Catalyst 4500 シリーズ スイッチ上の各イーサネット インターフェイスは、1 台のワークステーション

またはサーバに接続することも、ハブに接続し、ハブを経由して複数のワークステーションまたはサー

バをネットワークに接続することもできます。

標準的なイーサネット ハブでは、すべてのポートがハブ内の共通のバックプレーンに接続され、ハブ

に接続されたすべてのデバイスが、ネットワークの帯域幅を共有します。2 つのデバイス間で、帯域幅

を大量に使用するセッションを確立した場合には、そのハブに接続された他のすべてのステーション

で、ネットワーク パフォーマンスが低下します。

パフォーマンスの低下を抑えるために、スイッチは各インターフェイスを個々のセグメントとして処理

します。異なるインターフェイス上のステーションが相互に通信する必要がある場合、スイッチは一方

のインターフェイスから他方のインターフェイスにワイヤ速度でフレームを転送して、各セッションが

全帯域幅を利用できるようにします。

インターフェイス間でフレームのスイッチングを効率的に行うため、スイッチはアドレス テーブルを

維持します。フレームがスイッチに着信すると、ルータは送信元ステーションの MAC アドレスと、フ

レームを受信したインターフェイスを対応付けます。
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MAC アドレス テーブルの作成

Catalyst 4500 シリーズは、受信したフレームの送信元アドレスを使用して、MAC アドレス テーブル

を作成します。MAC アドレス テーブルに登録されていない宛先アドレスを持つフレームをスイッチが

受信すると、そのフレームを受信したインターフェイスを除き、同一 VLAN のすべてのインターフェ

イスにフレームをフラッディングします。宛先デバイスから応答があると、スイッチは該当する送信元

アドレスおよびインターフェイス ID をアドレス テーブルに追加します。スイッチは以降のフレームに

ついて、すべてのインターフェイスにフラッディングすることなく 1 つのインターフェイスに転送しま

す。

アドレス テーブルには、エントリのフラッディングを伴わずに 32,000 以上のアドレス エントリを保管

できます。スイッチは設定可能なエージング タイマーによって定義されたエージング メカニズムを使

用するため、アドレスが非アクティブなまま指定した秒数が経過すると、そのアドレスはアドレス 
テーブルから削除されます。

VLAN トランク

トランクとは、1 つまたは複数のイーサネット スイッチ インターフェイスと他のネットワーキング デ
バイス（ルータ、スイッチなど）の間のポイントツーポイント リンクです。トランクは 1 つのリンク

を介して複数の VLAN トラフィックを伝送するので、VLAN をネットワーク全体に拡張することがで

きます。

802.1Q トランキング カプセル化はすべての Catalyst 4500 イーサネット インターフェイスで使用でき

ます。

（注） WS-X4418-GB モジュールでは、ポート 3 ～ 18 がブロッキング ギガビット ポートです。

WS-X4412-2GB-T モジュールでは、ポート 1 ～ 12 がブロッキング ギガビット ポートです。

トランクを設定できるのは、1 つのイーサネット インターフェイスまたは EtherChannel バンドルに対

してです。EtherChannel の詳細については、第 24 章「EtherChannel およびリンク ステート トラッキ

ングの設定」を参照してください。

レイヤ 2 インターフェイス モード

表 17-1に、レイヤ 2 インターフェイス モードを示し、イーサネット インターフェイスにおける各モー

ドの機能について説明します。

表 17-1 レイヤ 2 インターフェイス モード

モード 目的

switchport mode access インターフェイスは永続的な非トランキング モードになり、リ

ンクを非トランキング リンクに変換するためにネゴシエーショ

ンを行います。インターフェイスは、ネイバー インターフェイ

スが変更されない場合でも、非トランク インターフェイスにな

ります。

switchport mode 
dynamic desirable 

リンクからトランキング リンクへの変換をインターフェイスに

アクティブに試行させます。インターフェイスは、ネイバー イ
ンターフェイスが trunk、desirable、または auto モードに設定

されている場合、トランク インターフェイスになります。
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（注） DTP はポイントツーポイント プロトコルです。ただし、インターネットワーキング デバイスによって

は、DTP フレームが正しく転送されないことがあります。この問題を避けるために、これらのリンク

上でトランキングを行わない場合は、DTP をサポートしないデバイスに接続されているインターフェ

イスが、access キーワードを使用して設定されていることを確認してください。DTP をサポートしな

いデバイスへのトランキングをイネーブルにするには、nonegotiate キーワードを使用して、インター

フェイスをトランクにし、DTP フレームが生成されないようにします。

レイヤ 2 イーサネット インターフェイスのデフォルト設定
表 17-2に、レイヤ 2 イーサネット インターフェイスのデフォルト設定を示します。

switchport mode dynamic auto ネイバー インターフェイスが trunk モードまたは desirable モー

ドに設定されている場合、インターフェイスのリンクをトランキ

ング リンクに変換します。これは、すべてのイーサネット イン

ターフェイスのデフォルト モードです。

switchport mode trunk インターフェイスは永続的なトランキング モードになり、リン

クをトランキング リンクに変換するためにネゴシエーションを

行います。インターフェイスは、ネイバー インターフェイスが

変更されない場合でも、トランク インターフェイスになります。

switchport nonegotiate インターフェイスを永続的なトランキング モードにしますが、

インターフェイスが DTP フレームを生成しないようにします。

トランキング リンクを確立するには、ネイバー インターフェイ

スを手動でトランク インターフェイスとして設定する必要があ

ります。

表 17-1 レイヤ 2 インターフェイス モード （続き）

モード 目的

表 17-2 レイヤ 2 イーサネット インターフェイスのデフォルト設定

機能 デフォルト値

インターフェイス モード switchport mode dynamic auto 

トランク カプセル化 switchport trunk encapsulation negotiate 

VLAN 許容範囲 VLAN 1 ～ 1005

プルーニングに適格な VLAN 範
囲

VLAN 2 ～ 1001

デフォルト VLAN（アクセス 
ポート用）

VLAN 1

ネイティブ VLAN（802.1Q 専
用トランク用） 

VLAN 1

STP1
すべての VLAN でイネーブル
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レイヤ 2 インターフェイス設定時の注意事項および制約事項
レイヤ 2 インターフェイスを使用（または設定）するときは、次の注意事項および制約事項を考慮して

ください。

• 802.1Q トランクを使用して接続している Cisco スイッチのネットワークでは、トランク上で許容

される VLAN ごとに 1 つのスパニングツリー インスタンスが維持されます。他社製の 802.1Q ス
イッチが維持するのは、トランク上で許容されるすべての VLAN に対してスパニングツリー イン

スタンス 1 つだけです。

802.1Q トランクを使用して Cisco スイッチを非シスコ デバイスに接続する場合、Cisco スイッチ

は、トランクのネイティブ VLAN のスパニングツリー インスタンスを、非シスコ 802.1Q スイッ

チのスパニングツリー インスタンスと結合します。ただし、各 VLAN のスパニングツリー情報

は、他社製の 802.1Q スイッチのクラウドと切り離され、Cisco スイッチで維持されます。Cisco 
スイッチを切り離している他社製の 802.1Q のクラウドは、スイッチ間の単一トランク リンクとし

て扱われます。

• 802.1Q トランクのネイティブ VLAN が、トランク リンクの両端で同一であることを確認してく

ださい。トランクの一端の VLAN と反対側の VLAN が異なると、スパニングツリー ループの原

因になります。

• 802.1Q トランクのいずれかの VLAN でスパニングツリーをディセーブルにしても、スパニングツ

リー ループが発生する場合があります。

レイヤ 2 スイッチング用のイーサネット インターフェイス
の設定

ここでは、Catalyst 4500 シリーズスイッチにおけるレイヤ 2 スイッチングの設定手順について説明し

ます。

• 「レイヤ 2 トランクとしてのイーサネット インターフェイスの設定」（P.17-6）

• 「レイヤ 2 アクセス ポートとしてのインターフェイスの設定」（P.17-8）

• 「レイヤ 2 設定のクリア」（P.17-9）

STP ポート プライオリティ 128

STP ポート コスト • 10 Mbps イーサネット LAN ポートでは 100

• 10/100 Mbps ファスト イーサネット ポートでは 19

• 100 Mbps ファスト イーサネット ポートでは 19

• 1000 Mbps ギガビット イーサネット ポートでは 4

• 10,000 Mbps 10 ギガビット イーサネット LAN ポートでは 2

1. STP = スパニングツリー プロトコル

表 17-2 レイヤ 2 イーサネット インターフェイスのデフォルト設定 （続き）

機能 デフォルト値
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レイヤ 2 トランクとしてのイーサネット インターフェイスの設定

（注） レイヤ 2 インターフェイスのデフォルトは、switchport mode dynamic auto です。ネイバー インター

フェイスがトランキングをサポートし、trunk モードまたは dynamic desirable モードに設定されている

場合、リンクはレイヤ 2 トランクになります。

インターフェイスをレイヤ 2 トランクとして設定するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch(config)# interface {fastethernet | 
gigabitethernet | tengigabitethernet} 
slot/port 

設定するインターフェイスを指定します。

ステップ 2 Switch(config-if)# shutdown （任意）設定が完了するまでトラフィック フローを防止するため

に、インターフェイスをシャットダウンします。

ステップ 3 Switch(config-if)# switchport trunk 
encapsulation {dot1q | negotiate} 

（任意）カプセル化方式を指定します。

（注） このコマンドと一緒に dot1q キーワードを指定して、デ

フォルト モード（negotiate）ではサポートされない 
switchport mode trunk コマンドをサポートするように

します。

ステップ 4 Switch(config-if)# switchport mode 
{dynamic {auto | desirable} | trunk} 

インターフェイスをレイヤ 2 トランクとして設定します。（イン

ターフェイスがレイヤ 2 アクセス ポートの場合、またはトランキ

ング モードを指定する場合だけ）。

ステップ 5 Switch(config-if)# switchport access vlan 
vlan_num 

（任意）インターフェイスがトランキングを停止した場合に使用

するアクセス VLAN を指定します。アクセス VLAN がネイティ

ブ VLAN として使用されることはありません。

（注） vlan_num パラメータは、1 ～ 1005 の単一の VLAN 番号

または 2 つの VLAN 番号（小さい方が先、ダッシュで区

切る）で指定する VLAN 範囲です。カンマで区切った 
vlan パラメータの間、またはダッシュで指定した範囲の

間には、スペースを入れないでください。

ステップ 6 Switch(config-if)# switchport trunk 
native vlan vlan_num 

802.1Q トランクの場合、ネイティブ VLAN を指定します。

（注） ネイティブ VLAN を設定しない場合、デフォルトが使用

されます（VLAN 1）。

ステップ 7 Switch(config-if)# switchport trunk 
allowed vlan {add | except | all | 
remove} 
vlan_num[,vlan_num[,vlan_num[,....]]

（任意）トランク上で許容される VLAN のリストを設定します。

デフォルトでは、すべての VLAN が許可されます。トランクか

らデフォルト VLAN を削除することはできません。

ステップ 8 Switch(config-if)# switchport trunk 
pruning vlan {add | except | none | 
remove} 
vlan_num[,vlan_num[,vlan_num[,....]] 

（任意）トランクでプルーニングが許容されている VLAN のリス

トを設定します（「VLAN トランキング プロトコル」（P.15-8）を

参照）。デフォルトでは、プルーニングが許容される VLAN のリ

ストに、VLAN 1 を除くすべての VLAN が含まれます。

ステップ 9 Switch(config-if)# no shutdown インターフェイスをアクティブにします。（インターフェイスを

シャットダウンしている場合に限り必要）。

ステップ 10 Switch(config-if)# end インターフェイス コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 11 Switch# show running-config interface 
{fastethernet | gigabitethernet | 
tengigabitethernet} slot/port 

インターフェイスの実行コンフィギュレーションを表示します。
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次に、ファスト イーサネット インターフェイス 5/8 を 802.1Q トランクとして設定する例を示します。

この例では、ネイバー インターフェイスが 802.1Q トランキングをサポートするように設定され、ネイ

ティブ VLAN のデフォルトが VLAN 1 に設定されているものとします。

Switch# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)# interface fastethernet 5/8 
Switch(config-if)# shutdown 
Switch(config-if)# switchport mode dynamic desirable 
Switch(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q 
Switch(config-if)# no shutdown 
Switch(config-if)# end 
Switch# exit 

次に、実行コンフィギュレーションを確認する例を示します。

Switch# show running-config interface fastethernet 5/8 
Building configuration...
Current configuration:
!
interface FastEthernet5/8
switchport mode dynamic desirable

 switchport trunk encapsulation dot1q
end

次に、スイッチ ポートの設定を確認する例を示します。

Switch# show interfaces fastethernet 5/8 switchport 
Name: Fa5/8
Switchport: Enabled
Administrative Mode: dynamic desirable
Operational Mode: trunk
Administrative Trunking Encapsulation: negotiate
Operational Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: Enabled
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Trunking VLANs Enabled: ALL
Pruning VLANs Enabled: 2-1001

次に、トランクの設定を確認する例を示します。

Switch# show interfaces fastethernet 5/8 trunk 

Port      Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Fa5/8     desirable    n-802.1q       trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk
Fa5/8 1-1005

Port      Vlans allowed and active in management domain
Fa5/8 1-6,10,20,50,100,152,200,300,303-305,349-351,400,500,521,524,570,801-8
02,850,917,999,1002-1005

ステップ 12 Switch# show interfaces [fastethernet | 
gigabitethernet | tengigabitethernet] 
slot/port switchport 

インターフェイスのスイッチ ポートの設定を表示します。

ステップ 13 Switch# show interfaces [{fastethernet | 
gigabitethernet | tengigabitethernet} 
slot/port] trunk 

インターフェイスのトランクの設定を表示します。

コマンド 目的
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Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa5/8 1-6,10,20,50,100,152,200,300,303-305,349-351,400,500,521,524,570,801-8
02,850,917,999,1002-1005

Switch# 

レイヤ 2 アクセス ポートとしてのインターフェイスの設定

（注） 存在しない VLAN にインターフェイスを割り当てると、VLAN データベースにその VLAN を作成す

るまで、インターフェイスは機能しません（「グローバル コンフィギュレーション モードでの VLAN 
の設定」（P.15-6）を参照）。

インターフェイスをレイヤ 2 アクセス ポートとして設定するには、次の作業を行います。

次に、ファスト イーサネット インターフェイス 5/6 を VLAN 200 のアクセス ポートとして設定する例

を示します。

Switch# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)# interface fastethernet 5/6 
Switch(config-if)# shutdown 
Switch(config-if)# switchport mode access 

コマンド 目的

ステップ 1 Switch(config)# interface {fastethernet | 
gigabitethernet | tengigabitethernet} 
slot/port 

設定するインターフェイスを指定します。

ステップ 2 Switch(config-if)# shutdown （任意）設定が完了するまでトラフィック フローを防止するた

めに、インターフェイスをシャットダウンします。

ステップ 3 Switch(config-if)# switchport インターフェイスをレイヤ 2 スイッチング用に設定します。

• インターフェイスをレイヤ 2 ポートとして設定するには、

キーワードを指定せずに switchport コマンドを 1 回入力

する必要があります。そのあとで、キーワードとともに他

の switchport コマンドを入力してください。

• それまでにインターフェイスに対して no switchport コマ

ンドを入力している場合にだけ必要です。

ステップ 4 Switch(config-if)# switchport mode access インターフェイスをレイヤ 2 アクセス ポートとして設定しま

す。

ステップ 5 Switch(config-if)# switchport access vlan 
vlan_num 

VLAN 内にインターフェイスを配置します。

ステップ 6 Switch(config-if)# no shutdown インターフェイスをアクティブにします。（インターフェイス

をシャットダウンした場合だけ）。

ステップ 7 Switch(config-if)# end インターフェイス コンフィギュレーション モードを終了しま

す。

ステップ 8 Switch# show running-config interface 
{fastethernet | gigabitethernet} slot/port 

インターフェイスの実行コンフィギュレーションを表示しま

す。

ステップ 9 Switch# show interfaces [{fastethernet | 
gigabitethernet | tengigabitethernet} 
slot/port] switchport 

インターフェイスのスイッチ ポートの設定を表示します。
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Switch(config-if)# switchport access vlan 200 
Switch(config-if)# no shutdown 
Switch(config-if)# end 
Switch# exit 

次に、実行コンフィギュレーションを確認する例を示します。

Switch# show running-config interface fastethernet 5/6
Building configuration...
!
Current configuration :33 bytes
interface FastEthernet 5/6
switchport access vlan 200
switchport mode access

end

次に、スイッチ ポートの設定を確認する例を示します。

Switch# show interface fastethernet 5/6 switchport
Name:Fa5/6
Switchport:Enabled
Administrative Mode:dynamic auto
Operational Mode:static access
Administrative Trunking Encapsulation:negotiate
Operational Trunking Encapsulation:native
Negotiation of Trunking:On
Access Mode VLAN:1 (default)
Trunking Native Mode VLAN:1 (default)
Administrative private-vlan host-association:none
Administrative private-vlan mapping:none
Operational private-vlan:none
Trunking VLANs Enabled:ALL
Pruning VLANs Enabled:2-1001
Switch# 

レイヤ 2 設定のクリア

インターフェイス上のレイヤ 2 設定をクリアするには、次の作業を行います。

次に、ファスト イーサネット インターフェイス 5/6 のレイヤ 2 設定をクリアする例を示します。

Switch# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)# default interface fastethernet 5/6 
Switch(config)# end 
Switch# exit 

コマンド 目的

ステップ 1 Switch(config)# default interface {fastethernet | 
gigabitethernet | tengigabitethernet} slot/port 

クリアするインターフェイスを指定します。

ステップ 2 Switch(config-if)# end インターフェイス コンフィギュレーション モードを終

了します。

ステップ 3 Switch# show running-config interface 
{fastethernet | gigabitethernet | 
tengigabitethernet} slot/port 

インターフェイスの実行コンフィギュレーションを表

示します。

ステップ 4 Switch# show interfaces [{fastethernet | 
gigabitethernet | tengigabitethernet} slot/port] 
switchport 

インターフェイスのスイッチ ポートの設定を表示しま

す。
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次に、レイヤ 2 設定のクリアを確認する例を示します。

Switch# show running-config interface fastethernet 5/6 
Building configuration...
Current configuration:
!
interface FastEthernet5/6
end

次に、スイッチ ポートの設定を確認する例を示します。

Switch# show interfaces fastethernet 5/6 switchport 
Name: Fa5/6
Switchport: Enabled
Switch# 
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SmartPort マクロの設定

この章では、スイッチに SmartPort およびスタティック SmartPort マクロを設定して適用する方法につ

いて説明します。この章で説明する内容は、次のとおりです。

• 「SmartPort マクロおよびスタティック SmartPort について」（P.18-1）

• 「SmartPort マクロの設定」（P.18-2）

• 「SmartPort マクロの表示」（P.18-13）

• 「スタティック SmartPort マクロの設定」（P.18-13）

（注） この章で使用するスイッチ コマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL で『Cisco 
Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』と関連資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products//hw/switches/ps4324/index.html

『Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』に掲載されていないコマンドについては、より詳

細な Cisco IOS ライブラリを参照してください。次の URL でCisco IOS コマンド リファレンスと関連

資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html

SmartPort マクロおよびスタティック SmartPort について
SmartPort マクロは、一般的な設定を保存したり、共有する作業を簡単に実行するための方法を提供し

ます。SmartPort マクロを使用して、ネットワーク内のスイッチの位置に基づいて機能および設定をイ

ネーブルにしたり、ネットワーク中に多数の設定を導入したりします。

各 SmartPort マクロは、ユーザが定義した Command Line Interface（CLI; コマンドライン インター

フェイス）コマンドのセットです。SmartPort マクロ セットには新しい CLI コマンドは含まれません。

各 SmartPort マクロは既存の CLI コマンドの集合です。

SmartPort マクロをインターフェイスに適用すると、マクロに含まれる CLI コマンドがインターフェイ

スに設定されますが、 インターフェイスに SmartPort マクロを適用しても、インターフェイスの既存の

設定は失われません。新しいコマンドはインターフェイスに追加されて、実行コンフィギュレーション 
ファイルに保存されます。

Smartport マクロに加えて、ポートに接続されたデバイスに応じて手動で適用するポート設定を提供す

るスタティック SmartPort マクロがあります。インターフェイスに静的 SmartPort マクロを適用する

と、マクロ内の CLI コマンドが既存のポート設定に追加されます。ポート上でリンクダウン イベント

が発生しても、スイッチはスタティック マクロを削除しません。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html
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シスコのデフォルト SmartPort マクロは、スイッチ ソフトウェアに組み込まれています（表 18-1を参

照）。これらのマクロやコマンドは、show parser macro ユーザ EXEC コマンドを使用して表示できま

す。

Catalyst スイッチ向けには、シスコが推奨するテスト済みのベースライン コンフィギュレーション テ
ンプレートも提供されています。オンライン リファレンス ガイドのテンプレートには、ポート使用に

応じて SmartPort マクロを作成する CLI コマンドが含まれています。このコンフィギュレーション テ
ンプレートを使用して SmartPort マクロを作成することにより、シスコ推奨のネットワーク設計および

設定を構築し、導入します。

SmartPort マクロの設定
新しい SmartPort マクロを作成するか、既存のマクロをテンプレートとして使用すると、ご使用のアプ

リケーション専用の新しいマクロを作成できます。作成したマクロは、特定のインターフェイスまたは

インターフェイス範囲に適用できます。

ここでは、次の情報について説明します。

• 「マクロに渡されるパラメータ」（P.18-3）

• 「SmartPort マクロのデフォルト設定」（P.18-4）

• 「SmartPort マクロの設定時の注意事項」（P.18-6）

• 「SmartPort マクロの作成」（P.18-8）

• 「SmartPort マクロの適用」（P.18-8）

表 18-1  シスコのデフォルト SmartPort マクロ

マクロ名1

1. シスコのデフォルト SmartPort マクロは、スイッチで稼働するソフトウェアのバージョンによって異なります。

説明

cisco-global ラピッド PVST+、ループガード、リンク ステート障害用のダイナミック ポート エ
ラー回復をイネーブルにするには、このグローバル コンフィギュレーション マクロ

を使用します。

cisco-desktop PC のようなデスクトップ デバイスをスイッチ ポートに接続する場合、ネットワー

ク セキュリティと信頼性を高めるために、このインターフェイス コンフィギュレー

ション マクロを使用します。

cisco-phone Cisco IP Phone を装備した PC のようなデスクトップ デバイスをスイッチ ポートに

接続する場合、このインターフェイス コンフィギュレーション マクロを使用しま

す。このマクロは、cisco-desktop マクロの拡張機能で、同じセキュリティ機能と復

元力機能を提供します。ただし、遅延に影響されやすい音声トラフィックを適切に

処理するために、専用音声 VLAN が追加されています。

cisco-switch GigaStack モジュールまたは GBIC を使用して、アクセス スイッチとディストリ

ビューション スイッチ、またはアクセス スイッチ同士を接続する場合、このイン

ターフェイス コンフィギュレーション マクロを使用します。

cisco-router スイッチと WAN ルータを接続する場合、このインターフェイス コンフィギュレー

ション マクロを使用します。
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マクロに渡されるパラメータ

コマンドの一部にはすべてのインターフェイスに対する汎用性のないものがあります。たとえば、レイ

ヤ 2 インターフェイスの VLAN ID およびレイヤ 3 インターフェイスの IP アドレスです。マクロにこ

のようなコマンドを定義すると、このマクロを別のインターフェイスに適用する前に、パラメータ

（VLAN ID または IP アドレスなど）の値を変更する必要があります。あるいは、パラメータの各値を

設定するために別々のマクロを作成する必要があります。

マクロのインフラストラクチャは、マクロを適用している間にパラメータを受け入れるよう拡張できま

す。パラメータはキーワードと値のペアとして、渡されます。

CLI で入力できるキーワード /値ペア数は 大 3 つです。 初のパラメータはキーワードである必要が

あります。2 番めのパラメータは対応する値です。3 番めのパラメータは 2 番めのキーワード /値ペア

のキーワードです。次に、パラメータをコマンドマクロに渡す例を示します。

Switch(config)# macro name parameter-test
Enter macro commands one per line. End with the character '@'.
switchport mode access
switchport access vlan $VLANID
switchport port-security
switchport port-security maximum $MAXHOST

上記のマクロがパラメータなしでインターフェイスに適用された場合、無効なコマンドは失敗します。

代わりに、適切なキーワード /値ペアのパラメータを使用して、マクロを次のように適用する必要があ

ります。

Switch(config-if)# macro apply parameter-test $VLANID 1 $MAXHOST 5

上記のコマンドを実行すると、$VLANID を 1 に、$MAXHOST を 5 に置き換えたあとでマクロが適

用されます。マクロ内では任意のストリングをキーワードとして指定できることに注意してください。

マクロ パラメータのヘルプ

マクロをインターフェイスまたはスイッチに適用する場合、マクロのキーワードを覚えておくことは困

難です。マクロには、必須キーワードの定義を含めることができます。これらのキーワード値を入力せ

ずにマクロを適用した場合、コマンドは無効と見なされ失敗します。

マクロで定義されたキーワードに関するヘルプを提供するようマクロ インフラストラクチャを拡張で

きます。マクロを作成するとき、ヘルプ ストリングを（コメントとして）指定し、そのマクロの必須

キーワードを一覧表示するように設定できます。

次に、キーワードに関するヘルプ ストリングを指定する例を示します。

Switch(config)# macro name test
switchport access vlan $VLANID
switchport port-security maximum $MAX
#macro keywords $VLANID $MAX

ヘルプ ストリングはマクロ内のどこにでも配置できます。次に、ヘルプ ストリングを指定する別の例

を示します。

Switch(config)# macro name test
switchport access vlan $VLANID
#macro keywords $VLANID
switchport port-security maximum $MAX
#macro keywords $MAX
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SmartPort マクロのデフォルト設定

ここでは、サポートされているマクロのデフォルト設定を示します。これらのマクロは表示および適用

だけが可能です。ユーザはこれらを変更できません。

• 「cisco-global」（P.18-4）

• 「cisco-desktop」（P.18-4）

• 「cisco-phone」（P.18-5）

• 「cisco-router」（P.18-5）

• 「cisco-switch」（P.18-5）

cisco-global

次に、cisco-global マクロの例を示します。

# Enable dynamic port error recovery for link state failures.
errdisable recovery cause link-flap
errdisable recovery interval 60

# VTP requires Transparent mode for future 802.1x Guest VLAN 
# and current Best Practice 
vtp domain [smartports]
vtp mode transparent
 
# Enable aggressive mode UDLD on all fiber uplinks 
udld aggressive

# Enable Rapid PVST+ and Loopguard
spanning-tree mode rapid-pvst
spanning-tree loopguard default
spanning-tree extend system-id

cisco-desktop

次に、cisco-desktop マクロの例を示します。

# Basic interface - Enable data VLAN only
# Recommended value for access vlan (AVID) should not be 1
switchport access vlan $AVID
switchport mode access
# Enable port security limiting port to a single
# MAC address -- that of desktop
switchport port-security
# Ensure port-security age is greater than one minute
# and use inactivity timer
# “Port-security maximum 1” is the default and will not
# Show up in the config
switchport port-security violation restrict
switchport port-security aging time 2
switchport port-security aging type inactivity
# Configure port as an edge network port
spanning-tree portfast
spanning-tree bpduguard enable
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cisco-phone

次に、cisco-phone マクロの例を示します。

# VoIP enabled interface - Enable data VLAN
# and voice VLAN (VVID)
# Recommended value for access vlan (AVID) should not be 1\
switchport access vlan $AVID
switchport mode access
# Update the Voice VLAN (VVID) value which should be
# different from data VLAN 
# Recommended value for voice vlan (VVID) should not be 1
switchport voice vlan $VVID
# Enable port security limiting port to a 2 MAC
# addressess -- One for desktop and two for phone
switchport port-security
switchport port-security maximum 2
# Ensure port-security age is greater than one minute
# and use inactivity timer
switchport port-security violation restrict
switchport port-security aging time 2
switchport port-security aging type inactivity
# Enable auto-qos to extend trust to attached Cisco phone
auto qos voip cisco-phone
# Configure port as an edge network port
spanning-tree portfast
spanning-tree bpduguard enable@

cisco-router

次に、cisco-router マクロの例を示します。

# Access Uplink to Distribution
switchport trunk encapsulation dot1q 
# Define unique Native VLAN on trunk ports
# Recommended value for native vlan (NVID) should not be 1
switchport trunk native vlan $NVID
# Update the allowed VLAN range (VRANGE) such that it
# includes data, voice and native VLANs
# switchport trunk allowed vlan $VRANGE
# Hardcode trunk and disable negotiation to
# speed up convergence
# Hardcode speed and duplex to router
switchport mode trunk
switchport nonegotiate
speed 100
duplex full 
# Configure qos to trust this interface
auto qos voip trust
qos trust dscp
# Ensure fast access to the network when enabling the interface.
# Ensure that switch devices cannot become active on the interface.
spanning-tree portfast
spanning-tree bpduguard enable

cisco-switch

次に、cisco-switch マクロの例を示します。

# Access Uplink to Distribution
switchport trunk encapsulation dot1q
# Define unique Native VLAN on trunk ports
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# Recommended value for native vlan (NVID) should not be 1
switchport trunk native vlan $NVID
# Update the allowed VLAN range (VRANGE) such that it
# includes data, voice and native VLANs
# switchport trunk allowed vlan $VRANGE
# Hardcode trunk and disable negotiation to
# speed up convergence
switchport mode trunk
switchport nonegotiate
# Configure qos to trust this interface
auto qos voip trust
# 802.1w defines the link as pt-pt for rapid convergence
spanning-tree link-type point-to-point

SmartPort マクロの設定時の注意事項

スイッチでマクロを設定するときには、次の注意事項に従ってください。

• マクロを適用した際に、構文エラーまたは設定エラーが発生してコマンドが失敗した場合、マクロ

は残りのコマンドを引き続きインターフェイスに適用します。

• cisco-global はグローバル コンフィギュレーション モードで適用する必要があります。他のイン

ターフェイス レベルのマクロよりも先にこのマクロを適用することを推奨します。

• インターフェイス上でシステム定義マクロ（cisco-desktop、cisco-phone、cisco-switch、および 
cisco-router）を適用する場合は、特定のキーワードが必要です。

• cisco-phone マクロを使用してポート セキュリティを適用する場合、 大のポート セキュリティ

は 2 となります（switchport port-security maximum 2）。

• キーワード /値のペアは、システム定義マクロごとに 大 3 つまで指定できます。

• マクロを作成する際に、exit や end コマンド、または interface interface-id コマンドを使用してコ

マンド モードを変更しないでください。これらのコマンドを使用すると、exit、end、または 
interface interface-id に続くコマンドが異なるコマンド モードで実行されることがあります。

• マクロを作成するときは、同じコンフィギュレーション モードの CLI コマンドを使用してくださ

い。

• 一意の値の割り当てを必要とするマクロを作成する場合、parameter value キーワードを使用し

て、そのインターフェイスに固有の値を指定します。キーワードの照合では、大文字と小文字が区

別されます。キーワードで一致が見られると、すべて対応する値に置き換えられます。キーワード

が完全に一致すると、それが長い文字列の一部であったとしても一致と見なされて、対応する値に

置き換えられます。

• マクロ名では、大文字と小文字が区別されます。たとえば、コマンド macro name Sample-Macro 
と macro name sample-macro は、別のマクロになります。

• 一部のマクロには、パラメータ値が必要なキーワードが含まれます。macro global apply 
macro-name ?グローバル コンフィギュレーション コマンドまたは macro apply macro-name ? イ
ンターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用すると、マクロで必要な値を一覧表示で

きます。キーワード値を入力せずにマクロを適用した場合、コマンドは無効となり、マクロは適用

されません。

• スイッチまたはスイッチ インターフェイスにマクロをグローバルに適用しても、インターフェイ

スの既存の設定はすべて維持されます。これは、差分設定に適用する場合に役立ちます。

• コマンドを追加または削除してマクロ定義を変更する場合、元のマクロを適用したインターフェイ

スに変更は反映されません。新規または変更済みのコマンドを適用するには、インターフェイスに

アップデート済みマクロを再適用する必要があります。
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• マクロを適用およびデバッグして、構文エラーまたは設定エラーを検出するには、macro global 
trace macro-name グローバル コンフィギュレーション コマンド、または macro trace 
macro-name インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。構文エラーまた

は設定エラーが原因でコマンドが失敗した場合でも、マクロは引き続き残りのコマンドを適用しま

す。

• 特定のインターフェイス タイプ固有の CLI コマンドもあります。設定を受け入れないインター

フェイスにマクロを適用すると、マクロは構文チェックまたは設定チェックに失敗し、スイッチは

エラー メッセージを返します。

• インターフェイス範囲へのマクロの適用は、単一インターフェイスへのマクロの適用と同じです。

インターフェイスの範囲を使用する場合、マクロはその範囲内の各インターフェイスに順番に適用

されます。1 つのインターフェイスでマクロ コマンドの実行に失敗しても、マクロは残りのイン

ターフェイス上に適用されます。

• マクロをスイッチまたはスイッチ インターフェイスに適用すると、マクロ名が自動的にスイッチ

またはインターフェイスのマクロの説明に追加されます。show parser macro description ユーザ 
EXEC コマンドを使用して、適用されたコマンドとマクロ名を表示できます。

• ユーザ設定可能なマクロには、 大 3000 文字のコマンドとコメントを保持できるバッファがあり

ます。各改行文字は、2 文字を使用します。空の行は、空としてカウントされます。

シスコのデフォルト SmartPort マクロは、スイッチ ソフトウェアに組み込まれています（表 18-1を参

照）。これらのマクロやコマンドは、show parser macro ユーザ EXEC コマンドを使用して表示できま

す。

インターフェイスにシスコ デフォルト Smartport マクロを適用する場合は、次の注意事項に従ってく

ださい。

• show parser macro ユーザ EXEC コマンドを使用して、スイッチ上のすべてのマクロを表示しま

す。特定のマクロの内容を表示するには、show parser macro macro-name ユーザ EXEC コマンド

を使用します。

• $ で始まるキーワードには、一意のパラメータ値が必要です。parameter value キーワードを使用

して、必要な値をシスコ デフォルト マクロに追加します。

シスコ デフォルト マクロは $ という文字を使用しているので、必須キーワードを識別するのに役

立ちます。マクロを作成する場合、$ という文字を使用したキーワードの定義には制限がありませ

ん。



18-8
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-25340-01-J

第 18 章      SmartPort マクロの設定

SmartPort マクロの設定

SmartPort マクロの作成

SmartPort マクロを作成するには、次の作業を行います。

SmartPort マクロの適用

SmartPort マクロを適用するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# macro name 
macro-name

マクロ定義を作成し、マクロ名を入力します。マクロ定義には、 大 
3000 文字を使用できます。

1 行ごとに 1 つのマクロ コマンドを入力します。マクロを終了するに

は、@ 文字を使用します。マクロ内にコメント テキストを入力するに

は、行の 初に # 文字を使用します。

マクロ名では、大文字と小文字が区別されます。たとえば、コマンド 
macro name Sample-Macro と macro name sample-macro は、別の

マクロになります。

exit または end コマンドを使用しないこと、またはマクロで interface 
interface-id を使用して、コマンド モードを変更しないことを推奨しま

す。exit または end、または interface interface-id に続くコマンドが

別のコマンド モードで実行されることがあるためです。 良の結果を

出すには、マクロ内のすべてのコマンドが同じコンフィギュレーショ

ン モードである必要があります。

（注） no 形式の macro name グローバル コンフィギュレーション コ
マンドでは、マクロ定義だけが削除されます。マクロがすでに

適用されているインターフェイスの設定には、影響はありませ

ん。

ステップ 3 Switch(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 Switch# show parser macro name 
macro-name

マクロが作成されたことを確認します。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# macro global {apply | 
trace} macro-name [parameter {value}] 
[parameter {value}] [parameter 
{value}]

マクロで定義された各コマンドをスイッチに適用するには、macro 
global apply macro-name を入力します。マクロを適用およびデバッグ

して、構文エラーまたは設定エラーを検出するには、macro global 
trace macro-name を指定します。

（任意）スイッチに固有の一意のパラメータ値を指定します。 高 3 つ
のキーワードと値の組み合わせを入力できます。パラメータ キーワー

ドの照合では、大文字と小文字が区別されます。キーワードで一致が

見られると、すべて対応する値に置き換えられます。

一部のマクロには、パラメータ値が必要なキーワードが含まれます。

macro global apply macro-name ? コマンドを使用すると、マクロで必

要な値を一覧表示できます。キーワード値を入力せずにマクロを適用

した場合、コマンドは無効となり、マクロは適用されません。
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スイッチ上のグローバル マクロ適用済みの設定を削除するには、マクロ内にある各コマンドの no バー

ジョンだけを入力します。default interface interface-id インターフェイス コンフィギュレーション コ
マンドを使用すれば、インターフェイスで適用されたマクロの設定を削除できます。

macro name グローバル コンフィギュレーション コマンドの no 形式を使用すると、マクロ定義だけを

削除します。マクロがすでに適用されているインターフェイスの設定には、影響はありません。

default interface interface-id インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用すれば、イン

ターフェイスで適用されたマクロの設定を削除できます。または、元のマクロの対応するすべてのコマ

ンドの no 形式を含む既存のマクロに対して、アンチマクロ を作成し、インターフェイスにそのアンチ

マクロを適用できます。

ここでは、サポートされている各マクロを適用して、内容を表示する例を示します。

• 「cisco-global」（P.18-10）

• 「cisco-desktop」（P.18-10）

• 「cisco-phone」（P.18-11）

• 「cisco-switch」（P.18-11）

• 「cisco-router」（P.18-12）

ステップ 3 Switch(config)# macro global 
description text

（任意）スイッチに適用されるマクロの説明を入力します。

ステップ 4 Switch(config-if)# interface 
interface-id

（任意）インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始して、

マクロを適用するインターフェイスを指定します。

ステップ 5 Switch(config-if)# default interface 
interface-id

（任意）指定したインターフェイスからすべての設定を消去します。

ステップ 6 Switch(config-if)# macro {apply | 
trace} macro-name [parameter {value}] 
[parameter {value}] [parameter 
{value}]

マクロで定義された各コマンドをインターフェイスに適用するには、

macro apply macro-name を入力します。マクロを適用およびデバッグ

して、構文エラーまたは設定エラーを検出するには、macro trace 
macro-name を指定します。

（任意）インターフェイスに固有の一意のパラメータ値を指定します。

高 3 つのキーワードと値の組み合わせを入力できます。パラメータ 
キーワードの照合では、大文字と小文字が区別されます。キーワード

で一致が見られると、すべて対応する値に置き換えられます。

一部のマクロには、パラメータ値が必要なキーワードが含まれます。

macro apply macro-name ? コマンドを使用すると、マクロで必要な値

を一覧表示できます。キーワード値を入力せずにマクロを適用した場

合、コマンドは無効となり、マクロは適用されません。

次に、このコマンドを適用する例を示します。

Switch(config-if)# macro apply cisco-phone ?
  WORD  Keyword to replace with a value e.g. $AVID, $VVID
  <cr>

ステップ 7 Switch(config-if)# macro description 
text

（任意）インターフェイスに適用されるマクロの説明を入力します。

ステップ 8 Switch(config-if)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 9 Switch# show parser macro 
description [interface interface-id]

マクロがインターフェイスに適用されたことを確認します。

ステップ 10 Switch# copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 目的
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cisco-global

次に、cisco-global というシステム定義マクロを使用する例を示します。

Switch(config)# macro global apply cisco-global
Changing VTP domain name from gsg-switch to [smartports]
Setting device to VTP TRANSPARENT mode.
Switch(config)# end
Switch# show parser macro name cisco-global
Macro name : cisco-global
Macro type : default global
# Enable dynamic port error recovery for link state failures.
errdisable recovery cause link-flap
errdisable recovery interval 60

# VTP requires Transparent mode for future 802.1x Guest VLAN
# and current Best Practice vtp domain [smartports] vtp mode transparent

# Enable aggressive mode UDLD on all fiber uplinks udld aggressive

# Enable Rapid PVST+ and Loopguard
spanning-tree mode rapid-pvst
spanning-tree loopguard default
spanning-tree extend system-id

cisco-desktop

次に、システム定義マクロ cisco-desktop を使用して、35 の値をファスト イーサネット インターフェ

イス 2/9 のアクセス VLAN に割り当てる例を示します。

（注） このマクロでは、ポートのアクセス VLAN を指定する $AVID キーワードが必要です。

Switch(config)# interface fastethernet2/9
Switch(config-if)# macro apply cisco-desktop $AVID 35
Switch(config-if)# end
Switch# show parser macro name cisco-desktop
Macro name : cisco-desktop
Macro type : customizable

# Basic interface - Enable data VLAN only
# Recommended value for access vlan (AVID) should not be 1
switchport access vlan $AVID [access_vlan_id]
switchport mode access
# Enable port security limiting port to a single
# MAC address -- that of desktop
switchport port-security
# Ensure port-security age is greater than one minute
# and use inactivity timer
# “Port-security maximum 1” is the default and will not
# Show up in the config
switchport port-security violation restrict
switchport port-security aging time 2
switchport port-security aging type inactivity
# Configure port as an edge network port
spanning-tree portfast
spanning-tree bpduguard enable
Switch# show parser macro description 
Interface    Macro Description
--------------------------------------------------------------
Fa2/9        cisco-desktop
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--------------------------------------------------------------

cisco-phone

次に、システム定義マクロ cisco-phone を使用して、ファスト イーサネット インターフェイス 2/9 上
のアクセス VLAN に 35 の値を、音声 VLAN に 56 の値を割り当てる例を示します。

（注） このマクロでは、ポートのアクセス VLAN を指定する $AVID、および音声 VLAN を指定する $VVID 
キーワードが必要です。

Switch(config)# interface fastethernet2/9
Switch(config-if)# macro apply cisco-phone
Switch(config-if)# macro description cisco-phone $AVID 35 $VVID 56
Switch(config-if)# end
Switch# show parser macro name cisco-phone
Macro name : cisco-phone
Macro type : customizable

# VoIP enabled interface - Enable data VLAN
# and voice VLAN (VVID)
# Recommended value for access vlan (AVID) should not be 1\
switchport access vlan $AVID [access_vlan_id]
switchport mode access
# Update the Voice VLAN (VVID) value which should be
# different from data VLAN 
# Recommended value for voice vlan (VVID) should not be 1
switchport voice vlan $VVID [voice_vlan_id]
# Enable port security limiting port to a 2 MAC
# addressess -- One for desktop and one for phone
switchport port-security
switchport port-security maximum 2
# Ensure port-security age is greater than one minute
# and use inactivity timer
switchport port-security violation restrict
switchport port-security aging time 2
switchport port-security aging type inactivity
# Enable auto-qos to extend trust to attached Cisco phone
auto qos voip cisco-phone
# Configure port as an edge network port
spanning-tree portfast
spanning-tree bpduguard enable@

Switch# show parser macro description 
Interface    Macro Description
--------------------------------------------------------------
Fa2/9        cisco-phone
--------------------------------------------------------------

cisco-switch

次に、システム定義マクロ cisco-switch を使用して、38 の値をファスト イーサネット インターフェイ

ス 2/9 上のネイティブ VLAN に割り当てる例を示します。

（注） このマクロでは、ポートのネイティブ VLAN を指定する $NVID キーワードが必要です。

Switch(config)# interface fastethernet2/9
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Switch(config-if)# macro apply cisco-switch
Switch(config-if)# macro description cisco-switch $NVID 38
Switch(config-if)# end
Switch# show parser macro name cisco-switch
Macro name : cisco-switch
Macro type : customizable

# Access Uplink to Distribution
switchport trunk encapsulation dot1q
# Define unique Native VLAN on trunk ports
# Recommended value for native vlan (NVID) should not be 1
switchport trunk native vlan $NVID [native_vlan_id]
# Update the allowed VLAN range (VRANGE) such that it
# includes data, voice and native VLANs
# switchport trunk allowed vlan $VRANGE [vlan_range]
# Hardcode trunk and disable negotiation to
# speed up convergence
switchport mode trunk
switchport nonegotiate
# Configure qos to trust this interface
auto qos voip trust
# 802.1w defines the link as pt-pt for rapid convergence
spanning-tree link-type point-to-point

Switch# show parser macro description 
Interface    Macro Description
--------------------------------------------------------------
Fa2/9        cisco-switch
--------------------------------------------------------------

cisco-router

次に、システム定義マクロ cisco-router を使用して、451 の値をファスト イーサネット インターフェ

イス 2/9 上のネイティブ VLAN に割り当てる例を示します。

（注） このマクロでは、ポートのネイティブ VLAN を指定する $NVID キーワードが必要です。

Switch(config)# interface fastethernet2/9
Switch(config-if)# macro apply cisco-router
Switch(config-if)# macro description cisco-router $NVID 45I
Switch(config-if)# end
Switch# show parser macro name cisco-router
Macro name : cisco-router
Macro type : customizable

# Access Uplink to Distribution
switchport trunk encapsulation dot1q 
# Define unique Native VLAN on trunk ports
# Recommended value for native vlan (NVID) should not be 1
switchport trunk native vlan $NVID [native_vlan_id]
# Update the allowed VLAN range (VRANGE) such that it
# includes data, voice and native VLANs
# switchport trunk allowed vlan $VRANGE [vlan_range]
# Hardcode trunk and disable negotiation to
# speed up convergence
# Hardcode speed and duplex to router
switchport mode trunk
switchport nonegotiate
speed 100
duplex full 
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# Configure qos to trust this interface
auto qos voip trust
qos trust dscp
# Ensure fast access to the network when enabling the interface.
# Ensure that switch devices cannot become active on the interface.
spanning-tree portfast
spanning-tree bpduguard enable 

Switch# show parser macro description 
Interface    Macro Description
--------------------------------------------------------------
Fa2/9        cisco-router
--------------------------------------------------------------

SmartPort マクロの表示
SmartPort マクロを表示するには、表 18-2に示す特権 EXEC コマンドの 1 つまたは複数のコマンドを

使用します。

スタティック SmartPort マクロの設定
ここでは、スタティック SmartPort マクロを設定してイネーブルにする方法について説明します。

• 「SmartPort マクロのデフォルト設定」（P.18-4）

• 「SmartPort マクロの設定時の注意事項」（P.18-6）

• 「スタティック SmartPort マクロの適用」（P.18-14）

デフォルトのスタティック SmartPort の設定

スイッチでは、いかなるスタティック SmartPort マクロもイネーブルになっていません。

表 18-2 SmartPort マクロを表示するためのコマンド

コマンド 目的

show parser macro 設定されているすべてのマクロを表示します。

show parser macro name macro-name 特定のマクロを表示します。

show parser macro brief 設定されているマクロ名を表示します。

show parser macro description [interface 
interface-id]

すべてのインターフェイスまたは指定されたインターフェイスのマ

クロ説明を表示します。

表 18-3 デフォルトのスタティック SmartPort マクロ

マクロ名1 説明

cisco-global ラピッド PVST+、ループガード、リンク ステート障害用のダイナミック ポート エラー回復をイネーブ

ルにするには、このグローバル コンフィギュレーション マクロを使用します。

cisco-desktop PC のようなデスクトップ デバイスをスイッチ ポートに接続する場合、ネットワーク セキュリティと信

頼性を高めるために、このインターフェイス コンフィギュレーション マクロを使用します。
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スタティック SmartPort の設定ガイドライン

• マクロがスイッチまたはスイッチ インターフェイスにグローバルに適用されている場合、イン

ターフェイス上の既存のすべての設定が保持されます。これは、差分設定に適用する場合に役立ち

ます。

• 構文エラーまたは設定エラーのためにコマンドが失敗した場合、マクロは引き続き残りのコマンド

を適用します。マクロを適用およびデバッグして、構文エラーまたは設定エラーを検出するには、

macro global trace macro-name グローバル コンフィギュレーション コマンド、または macro 
trace macro-name インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。

• 特定のインターフェイス タイプ固有の CLI コマンドもあります。設定を受け入れないインター

フェイスにマクロを適用すると、マクロが構文または設定のチェックに失敗し、スイッチはエラー 
メッセージを返します。

• インターフェイス範囲へのマクロの適用は、単一インターフェイスへのマクロの適用と同じです。

インターフェイスの範囲を使用する場合、マクロはその範囲内の各インターフェイスに順番に適用

されます。1 つのインターフェイスでマクロ コマンドの実行に失敗しても、マクロは残りのイン

ターフェイス上に適用されます。

• スイッチまたはスイッチ インターフェイスにマクロを適用すると、マクロ名が自動的にスイッチ

またはインターフェイスに追加されます。show running-config ユーザ EXEC コマンドを使用し

て、適用されたコマンドおよびマクロ名を表示できます。

スタティック SmartPort マクロの適用

スタティック SmartPort マクロを適用するには、初めは特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

cisco-phone Cisco IP Phone を装備した PC のようなデスクトップ デバイスをスイッチ ポートに接続する場合、この

インターフェイス コンフィギュレーション マクロを使用します。このマクロは、cisco-desktop マクロ

の拡張機能で、同じセキュリティ機能と復元力機能を提供します。ただし、遅延に影響されやすい音声

トラフィックを適切に処理するために、専用音声 VLAN が追加されています。

cisco-switch アクセス スイッチとディストリビューション スイッチを接続する場合、または Small Form-Factor 
Pluggable を使用して接続したアクセス スイッチの間で、このインターフェイス コンフィギュレーショ

ン マクロを使用します。

cisco-router スイッチと WAN ルータを接続する場合、このインターフェイス コンフィギュレーション マクロを使用

します。

1. シスコのデフォルト SmartPort マクロは、スイッチで稼働するソフトウェアのバージョンによって異なります。

表 18-3 デフォルトのスタティック SmartPort マクロ （続き）

マクロ名1 説明

コマンド 目的

ステップ 1 show parser macro スイッチ ソフトウェアに組み込まれている、シスコのデフォルトのス

タティック Smartport マクロを表示します。

ステップ 2 show parser macro name macro-name 適用する特定のマクロを表示します。

ステップ 3 configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
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マクロに含まれる各コマンドの no バージョンを入力したときにだけ、スイッチで適用されたグローバ

ル マクロ設定を削除できます。default interface interface-id インターフェイス コンフィギュレーショ

ン コマンドを入力すれば、ポートで適用されたマクロの設定を削除できます。

次に、cisco-desktop マクロを表示してそのマクロを適用し、インターフェイスのアクセス VLAN ID 
を 25 に設定する方法を示します。

Switch# show parser macro cisco-desktop
--------------------------------------------------------------
Macro name : cisco-desktop
Macro type : default

# Basic interface - Enable data VLAN only
# Recommended value for access vlan (AVID) should not be 1
switchport access vlan $AVID
switchport mode access

ステップ 4 macro global {apply | trace} 
macro-name [parameter {value}] 
[parameter {value}] [parameter 
{value}]

マクロで定義された各コマンドをスイッチに適用するには、macro 
global apply macro-name を入力します。macro global trace 
macro-name を指定して、構文または設定エラーを判別するためにマク

ロを適用およびデバッグします。

parameter value キーワードを使用して、必要な値をマクロに追加しま

す。$ で始まるキーワードには、一意のパラメータ値が必要です。

macro global apply macro-name ? コマンドを使用すると、マクロに必

要な値を一覧表示できます。キーワード値を入力せずにマクロを適用

した場合、コマンドは無効となり、マクロは適用されません。

（任意）スイッチに固有の一意のパラメータ値を指定します。 高 3 つ
のキーワードと値の組み合わせを入力できます。パラメータ キーワー

ドの照合では、大文字と小文字が区別されます。キーワードで一致が

見られると、すべて対応する値に置き換えられます。

ステップ 5 interface interface-id （任意）インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始して、

マクロを適用するインターフェイスを指定します。

ステップ 6 default interface interface-id （任意）指定したインターフェイスからすべての設定を消去します。

ステップ 7 macro {apply | trace} macro-name 
[parameter {value}] [parameter 
{value}] [parameter {value}]

マクロで定義された各コマンドをポートに適用するには、macro 
global apply macro-name を入力します。macro global trace 
macro-name を指定して、構文または設定エラーを判別するためにマク

ロを適用およびデバッグします。

parameter value キーワードを使用して、必要な値をマクロに追加しま

す。$ で始まるキーワードには、一意のパラメータ値が必要です。

macro global apply macro-name ? コマンドを使用すると、マクロに必

要な値を一覧表示できます。キーワード値を入力せずにマクロを適用

した場合、コマンドは無効となり、マクロは適用されません。

（任意）スイッチに固有の一意のパラメータ値を指定します。 高 3 つ
のキーワードと値の組み合わせを入力できます。パラメータ キーワー

ドの照合では、大文字と小文字が区別されます。キーワードで一致が

見られると、すべて対応する値に置き換えられます。

ステップ 8 end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 9 show running-config interface 
interface-id

マクロがインターフェイスに適用されたことを確認します。

ステップ 10 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 目的
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スタティック SmartPort マクロの設定

# Enable port security limiting port to a single
# MAC address -- that of desktop
switchport port-security
switchport port-security maximum 1

# Ensure port-security age is greater than one minute
# and use inactivity timer
switchport port-security violation restrict
switchport port-security aging time 2
switchport port-security aging type inactivity

# Configure port as an edge network port
spanning-tree portfast
spanning-tree bpduguard enable
--------------------------------------------------------------
Switch# configure terminal
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/4
Switch(config-if)# macro apply cisco-desktop $AVID 25



C H A P T E R
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Cisco IOS Auto SmartPort マクロの設定

この章では、Catalyst 4500 シリーズ スイッチに Auto SmartPort マクロを設定して適用する方法につい

て説明します。

この章の主な内容は、次のとおりです。

• 「Auto SmartPort マクロについて」（P.19-1）

• 「Auto SmartPort のマクロの設定」（P.19-3）

• 「Auto SmartPort の表示」（P.19-14）

（注） この章で使用するスイッチ コマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL で『Cisco 
Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』と関連資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products//hw/switches/ps4324/index.html

『Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』に掲載されていないコマンドについては、より詳

細な Cisco IOS ライブラリを参照してください。次の URL でCisco IOS コマンド リファレンスと関連

資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html

Auto SmartPort マクロについて
Auto Smartport マクロは、ポートで検出されたデバイス タイプに基づいてポートを動的に設定します。

スイッチがポートで新しいデバイスを検出すると、適切な Auto Smartport マクロを適用します。ポー

ト上でリンク ダウン イベントが発生した場合、スイッチはそのマクロを削除します。たとえば、ポー

トに Cisco IP Phone を接続した場合は、Auto Smartport により自動的に Cisco IP Phone マクロが適用

されます。Cisco IP Phone マクロが適用されると、遅延に影響されやすい音声トラフィックを正しく処

理できるように QoS（Quality Of Service）、セキュリティ機能、および専用の音声 VLAN がイネーブ

ルになります。

Auto Smartport は、イベント トリガーを使ってデバイスをマクロにマッピングします。 も一般的な

イベント トリガーは、接続されているデバイスから受信した Cisco Discovery Protocol（CDP）メッ

セージに基づいています。デバイス（Cisco IP Phone、Cisco ワイヤレス アクセス ポイント、Cisco ス
イッチ、または Cisco ルータ）の検出は、そのデバイスのイベント トリガーを呼び出します。

Link Layer Discovery Protocol（LLDP）は、CDP をサポートしないデバイスを検出するために使用さ

れます。イベント トリガーとして使用される他のメカニズムには、802.1X 認証結果と学習した MAC 
アドレスなどがあります。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html
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Auto SmartPort マクロについて

主に CDP および LLDP メッセージ（表 19-1）と MAC アドレスに基づいて、さまざまなデバイス用に

システムの組み込みイベント トリガーがあります。（Cisco IOS Release 12.2(54) SG 以前では、DMP 
は MAC アドレスを使用して検出されます。Cisco IOS Release 15.0(2) SG から、DMP は、CDP も使

用して検出されます）。これらのトリガーは、Auto SmartPort がイネーブルになっていれば、イネーブ

ルになります。

独自のトリガーも定義できます。ユーザ定義トリガーは、CDP/LLDP ベース、MAC アドレスのグ

ループ、または auto-smart-port キーワードの属性値（AV）のペアの値にすることができます。

Auto SmartPort マクロは CLI コマンドのグループです。ポートのデバイスが検出されると、デバイス

にマクロが適用されます。（たとえば、ポートの CISCO_PHONE イベントを検出すると、スイッチは 
CISCO_PHONE_AUTO_SMARTPORT マクロのコマンドを適用します）。システムの組み込みマクロ

はさまざまなデバイスに存在し、デフォルトでは、システムの組み込みのトリガーは、対応する組み込

みマクロにマッピングされます。必要に応じて、組み込みのトリガーまたはマクロのマッピングを変更

できます。

マクロは、基本的に、リンク ステータスに基づいて、インターフェイスの CLI のセットを適用または

削除します。マクロでは、リンク ステータスがチェックされます。リンクがアップ ステータスの場合

は、CLI のセットが適用されます。リンクがダウンしている場合、セットが削除されます（CLI の no 
形式が適用されます）。CLI のセットを適用するマクロの部分は、マクロと呼びます。CLI を削除する

部分（CLI の no 形式）は、アンチマクロと呼びます。

ユーザ定義トリガーの作成に加えて、ユーザ定義マクロを作成し、すべてのトリガー（組み込みとユー

ザ定義の両方）とすべてのマクロ（組み込みとユーザ定義の両方）の間で相互にマッピングできます。

マクロを作成するには、Cisco I OS のスクリプト機能を使用します。Cisco IOS スクリプティングは、

コマンドの自動化および変数の置換のために、BASH のような言語構文を使用します。

4 つの検出メカニズムは、次の優先順序に従います。

• 802.1X 認証がポートで設定されている場合、認証応答ベースのトリガーが適用され、他のトリ

ガーは無視されます。

• 802.1X 認証に失敗し、CDP/LLDP フォール バック メカニズムが設定されている場合、電話デバ

イスだけに対して CDP/LLDP がトリガーされます。フォール バック メカニズムが設定されない場

合、またはデバイスが電話デバイスではない場合は、何もトリガーされません。

• 802.1X 認証がポートで設定されている場合、MAC アドレス ベースのトリガーは、決してトリ

ガーされません。

• 802.1X 認証がポートで設定されていない場合、CDP/LLDP は、MAC アドレス ベースのトリガー

に待機タイマーがを適用される MAC アドレス ベースのトリガーよりも優先されます。CDP と 
LLDP の間で、特定の順序はありません。 初に到達した方がトリガーされます。

デバイス分類子

Cisco IOS XE Release 3.3.0SG（15.1(1) SG）以降、デバイス分類機能（DC）機能は、Catalyst 4500 
シリーズ スイッチではデフォルトでイネーブルです。

DC は、MAC-OUI およびプロトコル（CDP、LLDP、DHCP など）から、デバイスを識別する情報を

収集します。スイッチで CDP および LLDP をイネーブルにする必要があります。DHCP のオプション

情報を DC が認識できるようにするには、スイッチで DHCP スヌーピング機能をイネーブルにする必

要があります。DC が認識可能な一連のプロファイルに対して、これらのプロトコルから収集されたデ

バイス属性が評価され、ベスト マッチが検索されます。ベスト マッチのプロファイルが、デバイスの

識別に使用されます。

CDP、LLDP または DHCP トラフィックが送信されないデバイスは、デバイス分類子で正しく識別さ

れない場合があります。
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Auto SmartPort のマクロの設定

デバイス分類子はプロファイル定義（組み込みプロファイルとデフォルト プロファイル）を使用しま

す。組み込みプロファイルには、Auto Smartport モジュールが認識しているデバイス プロファイル

（特定のシスコ デバイスで構成）が含まれます。これらは Cisco IOS に組み込まれており、変更できま

せん。デフォルト プロファイルは不揮発性ストレージにテキスト ファイルで保存され、DC はこれを

使用することで、はるかに多くのデバイスを識別できます。デフォルト プロファイルは、Cisco IOS の
アーカイブのダウンロードの際に更新されます。

新しいデバイスが検出されると、対応するシェル トリガーによって Auto Smartport コンフィギュレー

ション マクロが実行されます。Auto Smartport には非常に多くのデバイス用の組み込みマッピングが

含まれています。「ユーザ定義トリガーと組み込みマクロ間のマッピングの設定」（P.19-10）に記載さ

れているコマンドを使用すれば、マッピングを新規作成できます。トリガー マッピングは、DC によっ

て指定されたプロファイル名またはデバイス名に基づいて作成できます。

デバイス可視性モード

DC 機能はスイッチ上でデフォルトでイネーブルになっています。ディセーブルにするには、no 
macro auto monitor グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。DC 機能には show 
コマンドがあり、スイッチに接続されているデバイスを表示できます。また、デバイスが接続されてい

る物理ポートに関する情報と、デバイスの MAC アドレスとその他のベンダー情報も表示されます。非

アクセス ポートで分類されるのは、別のレイヤ 2 スイッチなどの直接接続されたデバイスだけです。

ハブに接続されたアクセス ポートでは、デバイス分類は 32 デバイスに制限されています。

Auto Smartport をイネーブルにすると、DC が自動的にイネーブルになります。

Auto SmartPort のマクロの設定
次のトピックについて説明します。

• 「Auto SmartPort マクロのイネーブル化」（P.19-3）

• 「Auto SmartPort 設定時の注意事項」（P.19-5）

• 「Auto SmartPort 組み込みマクロのパラメータの設定」（P.19-7）

• 「ユーザ定義イベント トリガーの設定」（P.19-8）

• 「ユーザ定義トリガーと組み込みマクロ間のマッピングの設定」（P.19-10）

• 「Auto SmartPort のユーザ定義マクロの設定」（P.19-11）

Auto SmartPort マクロのイネーブル化

（注） デフォルトでは、Auto SmartPort はグローバルにディセーブルです。特定のポートの Auto SmartPort 
マクロをディセーブルにするには、Auto SmartPort をグローバルにイネーブルにする前に、no macro 
auto global processing インターフェイス コマンドを使用します。

Auto SmartPort をグローバルにイネーブルにするには、macro auto global processing グローバル コ
ンフィギュレーション コマンドを使用します。
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Auto SmartPort のマクロの設定

Auto SmartPort マクロをイネーブルにするには、次の作業を行います。

show shell functions および show shell triggers 特権 EXEC コマンドを使って、イベント トリガー、組

み込みマクロ、および組み込みマクロのデフォルト値を表示できます。

次に、スイッチの Auto Smartport をイネーブルにし、特定のインターフェイス上でこの機能をディ

セーブルにする例を示します。

Switch(config)# macro auto global processing
Switch(config)# interface interface_id
Switch(config-if)# no macro auto processing

Auto SmartPort のデフォルト設定

デフォルトでは、Cisco IOS シェルがイネーブルになり、Auto SmartPort はグローバルにディセーブル

です。

表 19-1 に、デフォルトでスイッチ ソフトウェアに組み込まれた Auto Smartport 組み込みイベント ト
リガーを示します。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# [no] macro auto 
global processing [cdp | lldp]

スイッチの Auto SmartPort をグローバルにイネーブルにします。

（注） リリース 15.0(2) SG から、フォールバック オプションは廃止

されました。

Auto SmartPort をグローバルにディセーブルにするには、no macro 
auto global processing を使用します。

（注） macro auto processing コマンドは、インターフェイス レベル

で Auto SmartPort をオンまたはオフにします。デフォルトはオ

ンです。

ステップ 3 Switch(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 Switch# show running-config Auto SmartPort がイネーブルであることを確認します。

ステップ 5 Switch# copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

表 19-1  Auto SmartPort の組み込みイベント トリガーのマクロ

イベント トリガーの名前 説明

CISCO_PHONE_EVENT システムは、電話デバイスがインターフェイスに接続されている

ことを検出します。

CISCO_SWITCH_EVENT システムは、スイッチがインターフェイスに接続されていること

を検出します。

CISCO_ROUTER_EVENT システムは、ルータがインターフェイスに接続されていることを

検出します。

CISCO_WIRELESS_AP_EVENT システムは、ワイアレス アプリケーションがインターフェイスに

接続されていることを検出します。

CISCO_WIRELESS_LIGHTWEIGHT_AP_EVENT システムは、ワイヤレス Lightweight アプリケーションがイン

ターフェイスに接続されていることを検出します。
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Auto SmartPort のマクロの設定

表 19-2 に、スイッチ ソフトウェアに組み込まれた Auto Smartport 組み込みマクロを示します。

（注） デフォルトでは、組み込みイベント トリガーは、組み込みマクロにマッピングされます。

Auto SmartPort 設定時の注意事項

Auto SmartPort のガイドラインは次のとおりです。

• Auto Smartport マクロを適用した場合のシステム競合を回避するには、802.1X 認証以外のポート

認証をすべて削除します。

CISCO_DMP_EVENT システムは、デジタル メディア プレイヤーがインターフェイスに

接続されていることを検出します。

CISCO_IPVSC_EVENT システムは、IP ビデオ サーベイランス カメラがインターフェイ

スに接続されていることを検出します。

表 19-1  Auto SmartPort の組み込みイベント トリガーのマクロ （続き）

イベント トリガーの名前 説明

表 19-2 Auto Smartport 組み込みマクロ

マクロ名 説明

CISCO_PHONE_AUTO_
SMARTPORT

Cisco IP Phone デバイスに対して、このマクロを使用します。ポート上

の QoS、ポート セキュリティ、アドレス解決プロトコル（ARP）インス

ペクション（ダイナミック ARP インスペクション）、IP ソース ガード、

DHCP スヌーピング、ストーム制御、およびスパニングツリー保護をイ

ネーブルにします。

CISCO_SWITCH_AUTO_
SMARTPORT

Cisco スイッチ用のスイッチ マクロを適用するには、このマクロを使用

します。ポート上のトランキングをイネーブルにします。

CISCO_ROUTER_AUTO_
SMARTPORT

Cisco ルータ用のルータ マクロを適用するには、このマクロを使用しま

す。ポート上の QoS、トランキング、およびスパニングツリー保護をイ

ネーブルにします。

CISCO_AP_AUTO_
SMARTPORT

Cisco AP 用のワイヤレス アクセス ポイント マクロを適用するには、こ

のマクロを使用します。ポート上の Autonomous ワイヤレス アクセス ポ
イントのサポートと QoS をイネーブルにします。

CISCO_LWAP_AUTO_
SMARTPORT

Cisco Lightweight Wireless AP 用の Lightweight ワイヤレス アクセス ポ
イント マクロを適用するには、このマクロを使用します。ポート上の 
QoS、ポート セキュリティ、ダイナミック ARP インスペクション、IP 
ソース ガード、DHCP スヌーピング、ストーム制御、およびスパニング

ツリー保護をイネーブルにします。

CISCO_IP_CAMERA_AUTO_SMARTPORT Cisco IP サーベイランス カメラ デバイスには、このマクロを使用します。

これはポート上の QoS、ポート セキュリティ、およびアクセス VLAN を
イネーブルにします。

CISCO_DMP_AUTOSMARTPORT Cisco デジタル メディア プレーヤー デバイスには、このマクロを使用し

ます。これはポート上の QoS、ポート セキュリティ、およびアクセス 
VLAN をイネーブルにします。
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Auto SmartPort のマクロの設定

• マクロが元の設定と競合する場合、一部のマクロ コマンドが適用されなかったり、一部のアンチ

マクロ コマンドが適用されなかったりする場合があります。（アンチマクロとは、適用されたマク

ロに含まれ、リンクダウン時にそのマクロ自体を削除する部分です）。

（注） マクロ内の 1 つのコマンドの失敗によって、マクロ全体の適用が停止します。

たとえば、802.1X 認証がイネーブルになっている場合は、switchport-mode access 設定を削除で

きません。設定を削除する前に、802.1X 認証を削除する必要があります。

• Auto Smartport マクロを適用する場合、ポートは EtherChannel のメンバとしないでください。

Auto SmartPort がまだグローバルにイネーブル化されていない場合は、これをグローバルにイネー

ブルにする前に、すべての EtherChannel ポートで Auto SmartPort をディセーブルにします。Auto 
SmartPort がすでにイネーブルの場合は、ポートをシャット ダウンし、EtherChannel にポートを

追加する前にディセーブルにします。

（注） Auto SmartPort マクロがインターフェイスに適用されている場合、通常、EtherChannel 設定

は、マクロによって適用された自動 QoS 設定と競合するために、失敗します。

• 組み込みマクロのデフォルトのデータ VLAN は VLAN 1 です。デフォルトの音声 VLAN は 
VLAN 2 です。スイッチが別の VLAN を使用する場合は、組み込みマクロのデフォルト値を変更

する必要があります。すべての組み込みマクロのデフォルト値を表示するには、show shell 
functions 特権 EXEC コマンドを使用します。

• 802.1X 認証または MAB のために他社製のデバイスを検出するには、Cisco AV ペア 
auto-smart-port=event trigger をサポートするように RADIUS サーバを設定します。

auto-smart-port の AV ペアで返される値で、ユーザ定義トリガーを設定する必要があります。

• ネットワーク プリンタなどの CDP、MAB、または 802.1X 認証をサポートしない固定デバイスで

は、ポート上の Auto Smartport をディセーブルにすることを推奨します。

• ポート上で認証をイネーブルにすると、macro auto global processing グローバル コンフィギュ

レーション コマンドに fallback cdp キーワードが含まれる場合を除き、スイッチは CDP を無視し

ます。

• マクロ内と対応するアンチマクロ内では、CLI コマンドの順序が異なる場合があります。

• レイヤ 3 インターフェイスにポートを変換する前に、no macro auto processing コマンドを入力し

ます。これは、Auto SmartPort がインターフェイスにマクロを適用することを防ぎます。レイヤ 3 
がすでに設定されている場合、レイヤ 3 インターフェイスで no macro auto processing コマンド

を入力すると、Auto SmartPort がグローバルにイネーブルになります。

• Auto SmartPort マクロと SmartPort は、インターフェイス上で共存できません。

• スイッチは、接続デバイスからの LLDP アドバタイズメントに従ってマクロを適用します。デバ

イスが自身を正しく識別しないと、誤ったマクロが適用されます。デバイスのファームウェアが

新であることを確認するには、特定のデバイスのマニュアルを参照してください。

• LWAP の WLC ソフトウェア バージョンは、AutoSmartPort により LWAP として検出されるよう

に、6.0.188（=> Cisco IOS 12.4（21a）JA2）以降にする必要があります。

• Cisco IOS Release 12.2(54) SG 時点では、Auto SmartPort は、EtherChannel 設定を適用するマク

ロをサポートしていません。EtherChannel グループに属するインターフェイスが、標準インター

フェイスとして扱われます。デバイス タイプに基づいて、個々のインターフェイスにマクロを適

用できます。ただし、マクロの CLI（Auto-QoS など）は、EtherChannel 設定と競合する可能性が

あります。Auto SmartPort をグローバルにイネーブルにする前に、EtherChannel に属するイン
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ターフェイスで Auto SmartPort をディセーブルにすることを推奨します。Auto SmartPort がすで

にイネーブルになっている場合、EtherChannel を設定する前に、インターフェイス上で Auto 
SmartPort をディセーブルにします。

Auto SmartPort 組み込みマクロのパラメータの設定

組み込みイベント トリガーから組み込みマクロへのマッピングは、スイッチで自動的に実行されます。

組み込みマクロのデフォルト値は、スイッチ固有の値に置き換えることができます。

Auto SmartPort 組み込みマクロのパラメータを設定するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# macro auto execute 
event trigger builtin built-in 
macro name [parameter=value] 
[parameter=value]

イベント トリガーから組み込みマクロへのマッピングを定義します。

イベント トリガー値を指定します。

• CISCO_PHONE_EVENT

• CISCO_SWITCH_EVENT

• CISCO_ROUTER_EVENT

• CISCO_WIRELESS_AP_EVENT

• CISCO_WIRELESS_LIGHTWEIGHT_AP_EVENT

• CISCO_DMP_EVENT

• CISCO_IPVSC_EVENT

• WORD：ユーザ定義のイベント トリガーを適用します。

built-in macro name の値を指定します。

• CISCO_PHONE_AUTO_SMARTPORT
（任意）パラメータ値 $ACCESS_VLAN=(1) および 
$VOICE_VLAN=(2) を指定します。

• CISCO_SWITCH_AUTO_SMARTPORT
（任意）パラメータ値 $NATIVE_VLAN=(1) を指定します。

• CISCO_ROUTER_AUTO_SMARTPORT
（任意）パラメータ値 $NATIVE_VLAN=(1) を指定します。

• CISCO_AP_AUTO_SMARTPORT
（任意）パラメータ値 $NATIVE_VLAN=(1) を指定します。

• CISCO_LWAP_AUTO_SMARTPORT
（任意）パラメータ値 $ACCESS_VLAN=(1) を指定します。

• CISCO_DMP_AUTO_SMARTPORT 

• CISCO_IP_CAMERA_AUTO_SMARTPORT

（任意）parameter=value：$ で始まるデフォルト値を置き換えます。ス

ペースで区切られた名前と値のペアの形式で、新しい値を入力します

（例：[name1 = value1name2 = value2…]）。デフォルト値は丸カッコ内に

表示されます。

ステップ 3 Switch(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 Switch# show running-config 入力を確認します。
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no macro auto execute event trigger {[builtin built-in macro name [parameter=value]] | 
[[parameter=value] {function contents}]} コマンドは、マッピングを検出します。

次の例では、該当するスイッチに Cisco スイッチと Cisco IP Phone を接続するための 2 つの組み込み 
Auto Smartport マクロを使用する方法を示します。次の例では、トランク インターフェイス用にデ

フォルトの音声 VLAN、アクセス VLAN、およびネイティブ VLAN を変更します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# macro auto execute CISCO_PHONE_EVENT builtin CISCO_PHONE_AUTO_SMARTPORT 
ACCESS_VLAN=10 VOICE_VLAN=20
Switch(config)#
Switch(config)#
Switch(config)#!!!the next command enables auto smart ports globally
Switch(config)# macro auto global processing fallback cdp
Switch(config)#
Switch(config)# exit
 
Switch#
Switch# show running-config interface gigabitethernet2/7
Building configuration...

Current configuration : 284 bytes
!
switchport access vlan 10
switchport mode access
switchport voice vlan 2
switchport port-security maximum 2
switchport port-security
switchport port-security aging time 2
switchport port-security violation restrict
switchport port-security aging type inactivity
auto qos voip cisco-phone 
qos trust device cisco-phone
neighbor device type phone
macro description CISCO_PHONE_EVENT
spanning-tree portfast
spanning-tree bpduguard enable
service-policy input AutoQos-VoIP-Input-Cos-Policy
service-policy output AutoQos-VoIP-Output-Policy
end

（注） また、macro auto device コマンドを使用して、デバイス タイプに対する組み込み関数のパラメータの

変更を容易にすることができます。

ユーザ定義イベント トリガーの設定

2 タイプのイベント トリガーを設定できます（ユーザ定義と MAC アドレスベース）。

次の項では、これらのトリガーについて説明します。

• 「802.1X-B ベースのイベント トリガー」（P.19-9）

• 「MAC アドレスベースのイベント トリガー」（P.19-9）

ステップ 5 Switch# copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 目的
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802.1X-B ベースのイベント トリガー

MAB または 802.1X 認証を使用して Auto SmartPort マクロをトリガーする場合、Cisco AV のペア

（auto-smart-port=event trigger）に対応するイベント トリガーを作成する必要があります。

イベント トリガーを設定するには、次の作業を行います。

イベント トリガーを削除するには、no shell trigger identifier グローバル コンフィギュレーション コ
マンドを使用します。

次に、ユーザ定義トリガーを定義する例を示します。

Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.End with CNTL/Z.
Switch(config)# shell trigger RADIUS_MAB_EVENT MAC_AuthBypass Event 
Switch(config)#

MAC アドレスベースのイベント トリガー

イベント トリガーとして MAC アドレス グループを設定するには、次の作業を行います。

イベント トリガーを削除するには、no macro auto mac-address-group grp_name を使用します。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# shell trigger 
identifier description

イベント トリガーの ID および説明を指定します。

この ID を指定する場合は、文字間にスペースやハイフンを入れないで

ください。

ステップ 3 Switch(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 Switch# show shell triggers スイッチ上のイベント トリガーを表示します。

ステップ 5 Switch# copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# macro auto 
mac-address group

イベント トリガーとして MAC アドレスのグループを指定します。

モードを config-mac-addr-grp に変更します。次に、グループから 
MAC アドレスまたは組織固有識別子（OUI）を追加または削除できま

す。

group 値はユーザ定義トリガーを定義します。

ステップ 3 Switch(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 Switch# show shell triggers スイッチ上のイベント トリガーを表示します。

ステップ 5 Switch# copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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ユーザ定義トリガーと組み込みマクロ間のマッピングの設定

組み込みマクロまたはユーザ定義マクロのいずれかに対して、ユーザ定義トリガーをマッピングする必

要があります。

組み込みマクロにユーザ定義トリガーをマッピングするには、次の作業を行います。

次に、アクセス VLAN を 10 に設定して、RADIUS_MAB_EVENT という名前のユーザ定義イベント 
トリガーを組み込みマクロ CISCO_PHONE_AUTO_SMARTPORT にマッピングし、各エントリを確

認する例を示します。

この手順では、組み込みマクロにユーザ定義トリガーをマッピングする方法を示します。

ステップ 1 デバイスを、MAB に対応したスイッチ ポートに接続します。

ステップ 2 RADIUS サーバ上で、属性と値のペアを auto-smart-port=RADIUS_MAB_EVENT に設定します。

ステップ 3 スイッチ上で、イベント トリガー RADIUS_MAB_EVENT を作成します。

スイッチは、RADIUS サーバからの attribute-value pair=RADIUS_MAB_EVENT 応答を認識し、次の

例に示すように、マクロ CISCO_PHONE_AUTO_SMARTPORT を適用します。

Switch(config)# macro auto execute RADIUS_MAB_EVENT builtin CISCO_PHONE_AUTO_SMARTPORT 
ACCESS_VLAN=10
Switch(config)# exit
Switch# show shell triggers 
User defined triggers
---------------------
Trigger Id: RADIUS_MAB_EVENT
Trigger description: MAC_AuthBypass Event 
Trigger environment:
Trigger mapping function: CISCO_PHONE_AUTO_SMARTPORT
<output truncated>

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# macro auto execute 
event trigger builtin built-in macro 
name [parameter=value] 
[parameter=value]

ユーザ定義のイベント トリガーとマクロ名を指定します。このアク

ションは、組み込みマクロのデフォルト値を置換し、イベント トリ

ガーから組み込み Auto SmartPort マクロへのマッピングを設定します。

（注） マッピングを実行する場合、パラメータ値を入力する必要があ

ります。たとえば、CISCO_PHONE_AUTO_SMARTPORT マ
クロに $ACCESS_VLAN=(1) および $VOICE_VLAN=(2) を指

定する必要があります。

ステップ 3 Switch(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 Switch# show shell triggers スイッチ上のイベント トリガーを表示します。

ステップ 5 Switch# copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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 Auto SmartPort のユーザ定義マクロの設定

Cisco IOS シェルでは、ユーザ定義の Auto SmartPort マクロを設定するための基本スクリプト機能が

提供されます。これらのマクロには複数行を記述することが可能で、任意の CLI コマンドを含めるこ

ともできます。また、マクロの内部で変数置換、条件付き、関数、およびトリガーも定義できます。

macro auto execute trigger parameter-name=value .., を通じて指定されたパラメータに加えて、ユー

ザ定義マクロ内で、EEM によってパブリッシュされた次の変数を使用できます（表 19-3）。

ユーザ定義マクロにイベント トリガーをマッピングするには、次の作業を行います。

表 19-3 EEM によってパブリッシュされた変数

パラメータ名 意味

$INTERFACE トリガー イベントが検出されるインターフェイスの名前。

$LINKUP インターフェイスがアップ状態またはダウン状態のいずれであるかを示しま

す（true/false）。

$TRIGGER 生成されたトリガー イベントの名前（CISCO_PHONE_EVENT など）。

$AUTH_ENABLED 802.1X 認証がインターフェイスで設定されているかどうかを示します

（true/false）。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# macro auto 
execute event trigger 
[parameter=value] {function 
contents}

イベント トリガーにマッピングするユーザ定義マクロを指定します。

イベント トリガー値を指定します。

• CISCO_PHONE_EVENT

• CISCO_SWITCH_EVENT

• CISCO_ROUTER_EVENT

• CISCO_WIRELESS_AP_EVENT

• CISCO_WIRELESS_LIGHTWEIGHT_AP_EVENT

• WORD はユーザ定義イベント トリガーを適用します。

• CISCO_DMP_EVENT

• CISCO_IPVSC_EVENT

function contents：トリガーに関連付けるユーザ定義マクロを指定します。

マクロの内容は、波カッコで囲んで入力します。左波カッコで Cisco IOS 
シェル コマンドを開始し、右波カッコでコマンドのグループ化を終了しま

す。

（任意）parameter=value：$ で始まるデフォルト値を置換し、スペースで区

切られた名前と値のペアの形式で、新しい値を入力します（例：[name1 = 
value1name2 = value2…]）。

ステップ 3 Switch(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 Switch# show running-config 入力を確認します。

ステップ 5 Switch# copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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次の例では、Cisco Digital Media Player（DMP）と呼ばれるユーザ定義のイベント トリガーをユーザ

定義のマクロにマッピングする方法を示します。

ステップ 1 802.1X または MAB に対応したスイッチ ポートに DMP を接続します。

ステップ 2 RADIUS サーバ上で、属性 /値ペアを auto-smart-port=MY_MEDIAPLAYER_EVENT に設定しま

す。

ステップ 3 スイッチ上で、イベント トリガー CISCO_DMP_EVENT を作成し、次に示すユーザ定義のマクロ コ
マンドにマッピングします。

スイッチは、RADIUS サーバからの attribute-value pair=CISCO_DMP_EVENT 応答を受け入れ、この

イベント トリガーに関連付けられたマクロを適用します。

次の例は、automacro のマクロ部分を示しています。

Switch(config)# shell trigger CISCO_DMP_EVENT Cisco DMP player
Switch(config)# macro auto execute CISCO_DMP_EVENT { 
if [[ $LINKUP -eq YES ]]; then 
conf t 
 interface $INTERFACE 
   macro description $TRIGGER 
   switchport access vlan 1 
   switchport mode access 
   switchport port-security 
   switchport port-security maximum 1 
   switchport port-security violation restrict 
   switchport port-security aging time 2 
   switchport port-security aging type inactivity 
   spanning-tree portfast 
   spanning-tree bpduguard enable 
   exit 
fi 

次に、automacro のアンチマクロ部分を表します。

if [[ $LINKUP -eq NO ]]; then 
conf t 
interface $INTERFACE 
     no macro description $TRIGGER 
     no switchport access vlan 1 
     if [[ $AUTH_ENABLED -eq NO ]]; then 
        no switchport mode access 
     fi 
     no switchport port-security 
     no switchport port-security maximum 1 
     no switchport port-security violation restrict 
     no switchport port-security aging time 2 
     no switchport port-security aging type inactivity 
     no spanning-tree portfast 
     no spanning-tree bpduguard enable 
     exit 
fi
}
Switch(config)# end
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表 19-4 に、サポートされるシェル キーワードを示します。これらは、マクロおよびアンチマクロ文で

適用できます。

表 19-5 に、マクロおよびアンチマクロでサポートされていないシェル キーワードを示します。

表 19-4 サポートされている Cisco IOS シェルのキーワード

コマンド 説明

{ コマンドのグループ化を開始します。

} コマンドのグループ化を終了します。

[[ 条件構成体として使用します。

]] 条件構成体として使用します。

else 条件構成体として使用します。

-eq 条件構成体として使用します。

fi 条件構成体として使用します。

if 条件構成体として使用します。

then 条件構成体として使用します。

-z 条件構成体として使用します。

$ $ 文字で始まる変数は、パラメータ値で置換され

ます。

# # 文字を使用して、コメント テキストを入力しま

す。

表 19-5 サポートされていない Cisco IOS シェルの予約済キーワード

コマンド 説明

| パイプライン

case 条件構成体

esac 条件構成体

for ループ構成体

function シェル関数

in 条件構成体

select 条件構成体

time パイプライン

until ループ構成体

while ループ構成体
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Auto SmartPort の表示
Auto Smartport マクロおよびスタティック Smartport マクロを表示するには、表 19-6 の特権 EXEC コ
マンドを 1 つまたは複数使用します。

次に、オプションの mac-address キーワードを指定して show macro auto monitor device 特権 EXEC 
コマンドを使用して、指定した MAC アドレスの接続デバイスに関するサマリー情報を表示する例を示

します。

Switch# show macro auto monitor device mac-address 001f.9e90.1250
MAC_Address       Port_Id     Profile Name
==============    =======     ============================
001f.9e90.1250    Gi1/0/4    Cisco-AP-Aironet-1130
==========================================================

次に、オプションのキーワードを何も指定せずに show macro auto monitor type 特権 EXEC コマンド

を使用して、デバイス分類子によって認識されているデバイスを表示する例を示します。

Switch# show macro auto monitor type table
  Valid         Type       Profile Name                         min Conf   ID 
===========  =========  ==================                      ========  ====
  Valid        Default      Apple-Device                              10        0    
  Valid        Default      Aruba-Device                              10        1    
  Valid        Default      Avaya-Device                              10        2    
  Valid        Default      Avaya-IP-Phone                            20        3    
  Valid        Default      BlackBerry                                20        4    
  Valid        Default      Cisco-Device                              10        5    
  Valid        Default      Cisco-IP-Phone                            20        6    
  Valid        Default      Cisco-IP-Phone-7902                       70        7    
  Valid        Default      Cisco-IP-Phone-7905                       70        8    
  Valid        Default      Cisco-IP-Phone-7906                       70        9    
  Valid        Default      Cisco-IP-Phone-7910                       70        10   
  Valid        Default      Cisco-IP-Phone-7911                       70        11   
  Valid        Default      Cisco-IP-Phone-7912                       70        12   
  Valid        Default      Cisco-IP-Phone-7940                       70        13   
  Valid        Default      Cisco-IP-Phone-7941                       70        14   
  Valid        Default      Cisco-IP-Phone-7942                       70        15   
  Valid        Default      Cisco-IP-Phone-7945                       70        16   
  Valid        Default      Cisco-IP-Phone-7945G                      70        17   
  Valid        Default      Cisco-IP-Phone-7960                       70        18   

表 19-6 Auto Smartport マクロおよびスタティック Smartport マクロを表示するコマンド

コマンド 目的

show macro auto monitor clients スイッチのデバイス分類子機能を使用しているクライアントを表示

します。

show macro auto monitor device スイッチに接続されたデバイスおよび関連する特性を表示します。

show macro auto monitor type デバイス分類子で認識されているすべてのデバイス タイプを表示し

ます。

show parser macro すべてのスタティック Smartport マクロを表示します。

show parser macro name macro-name 特定のスタティック Smartport マクロを表示します。

show parser macro brief スタティック Smartport のマクロ名を表示します。

show parser macro description [interface 
interface-id]

すべてのインターフェイス、または特定のインターフェイスについ

てスタティック Smartport マクロの説明を表示します。

show shell Auto Smartport のイベント トリガーおよびマクロに関する情報を表

示します。
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  Valid        Default      Cisco-IP-Phone-7961                       70        19   
  Valid        Default      Cisco-IP-Phone-7962                       70        20   
  Valid        Default      Cisco-IP-Phone-7965                       70        21   
  Valid        Default      Cisco-IP-Phone-7970                       70        22   
  Valid        Default      Cisco-IP-Phone-7971                       70        23   
  Valid        Default      Cisco-IP-Phone-7975                       70        24   
  Valid        Default      Cisco-IP-Phone-7985                       70        25   
  Valid        Default      Cisco-IP-Phone-9971                       70        26   
  Valid        Default      Cisco-WLC-2100-Series                     40        27   
  Valid        Default      DLink-Device                              10        28   
  Valid        Default      Enterasys-Device                          10        29   
  Valid        Default      HP-Device                                 10        30   
  Valid        Default      HP-JetDirect-Printer                      30        31   
  Valid        Default      Lexmark-Device                            10        32   
  Valid        Default      Lexmark-Printer-E260dn                    30        33   
  Valid        Default      Microsoft-Device                          10        34   
  Valid        Default      Netgear-Device                            10        35   
  Valid        Default      NintendoWII                               10        36   
  Valid        Default      Nortel-Device                             10        37   
  Valid        Default      Nortel-IP-Phone-2000-Series               20        38   
  Valid        Default      SonyPS3                                   10        39   
  Valid        Default      XBOX360                                   20        40   
  Valid        Default      Xerox-Device                              10        41   
  Valid        Default      Xerox-Printer-Phaser3250                  30        42   
  Valid        Default      Aruba-AP                                  20        43   
  Valid        Default      Cisco-Access-Point                        10        44   
  Valid        Default      Cisco-IP-Conference-Station-7935          70        45   
  Valid        Default      Cisco-IP-Conference-Station-7936          70        46   
  Valid        Default      Cisco-IP-Conference-Station-7937          70        47   
  Valid        Default      DLink-DAP-1522                            20        48   
  Valid        Default      Cisco-AP-Aironet-1130                     30        49   
  Valid        Default      Cisco-AP-Aironet-1240                     30        50   
  Valid        Default      Cisco-AP-Aironet-1250                     30        51   
  Valid        Default      Cisco-AIR-LAP                             25        52   
  Valid        Default      Cisco-AIR-LAP-1130                        30        53   
  Valid        Default      Cisco-AIR-LAP-1240                        50        54   
  Valid        Default      Cisco-AIR-LAP-1250                        50        55   
  Valid        Default      Cisco-AIR-AP                              25        56   
  Valid        Default      Cisco-AIR-AP-1130                         30        57   
  Valid        Default      Cisco-AIR-AP-1240                         50        58   
  Valid        Default      Cisco-AIR-AP-1250                         50        59   
  Invalid      Default      Sun-Workstation                           10        60   
  Valid        Default      Linksys-Device                            20        61   
  Valid        Default      LinksysWAP54G-Device                      30        62   
  Valid        Default      HTC-Device                                10        63   
  Valid        Default      MotorolaMobile-Device                     10        64   
  Valid        Default      VMWare-Device                             10        65   
  Valid        Default      ISE-Appliance                             10        66   
  Valid        Built-in     Cisco-Device                              10        0    
  Valid        Built-in     Cisco-Router                              10        1    
  Valid        Built-in     Router                                    10        2    
  Valid        Built-in     Cisco-IP-Camera                           10        3    
  Valid        Built-in     Cisco-IP-Camera-2xxx                      30        4    
  Valid        Built-in     Cisco-IP-Camera-2421                      50        5    
  Valid        Built-in     Cisco-IP-Camera-2500                      50        6    
  Valid        Built-in     Cisco-IP-Camera-2520                      50        7    
  Valid        Built-in     Cisco-IP-Camera-2530                      50        8    
  Valid        Built-in     Cisco-IP-Camera-4xxx                      50        9    
  Valid        Built-in     Cisco-Transparent-Bridge                  8         10   
  Valid        Built-in     Transparent-Bridge                        8         11   
  Valid        Built-in     Cisco-Source-Bridge                       10        12   
  Valid        Built-in     Cisco-Switch                              10        13   
  Valid        Built-in     Cisco-IP-Phone                            20        14   
  Valid        Built-in     IP-Phone                                  20        15   
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  Valid        Built-in     Cisco-DMP                                 10        16   
  Valid        Built-in     Cisco-DMP-4305G                           70        17   
  Valid        Built-in     Cisco-DMP-4310G                           70        18   
  Valid        Built-in     Cisco-DMP-4400G                           70        19   
  Valid        Built-in     Cisco-WLC-2100-Series                     40        20   
  Valid        Built-in     Cisco-Access-Point                        10        21   
  Valid        Built-in     Cisco-AIR-LAP                             30        22   
  Valid        Built-in     Cisco-AIR-AP                              30        23   
  Valid        Built-in     Linksys-Device                            20        24 

次の例では、show shell triggers 特権 EXEC コマンドを使用して、スイッチ ソフトウェアに含まれて

いるイベント トリガーを表示する方法を示します。

Switch# show shell triggers

User defined triggers
---------------------
Built-in triggers
-----------------
Trigger Id: CISCO_PHONE_EVENT
Trigger description: Event for ip-phone macro
Trigger environment: ACCESS_VLAN=1 VOICE_VLAN=2
Trigger mapping function: CISCO_PHONE_AUTO_SMARTPORT

Trigger Id: CISCO_ROUTER_EVENT
Trigger description: Event for router macro
Trigger environment: NATIVE_VLAN=1
Trigger mapping function: CISCO_ROUTER_AUTO_SMARTPORT

Trigger Id: CISCO_SWITCH_EVENT
Trigger description: Event for switch macro
Trigger environment: NATIVE_VLAN=1
Trigger mapping function: CISCO_SWITCH_AUTO_SMARTPORT

Trigger Id: CISCO_WIRELESS_AP_EVENT
Trigger description: Event for Wireless Access Point macro
Trigger environment: NATIVE_VLAN=1
Trigger mapping function: CISCO_AP_AUTO_SMARTPORT

Trigger Id: CISCO_WIRELESS_LIGHTWEIGHT_AP_EVENT
Trigger description: Event for Wireless Lightweight Access Point macro
Trigger environment: NATIVE_VLAN=1
Trigger mapping function: CISCO_LWAP_AUTO_SMARTPORT

次の例では、show shell functions 特権 EXEC コマンドを使用して、スイッチ ソフトウェアに含まれ

ている組み込みマクロを表示する方法を示します。

Switch# show shell functions 
#User defined functions:

#Built-in functions:
function CISCO_AP_AUTO_SMARTPORT () {
    if [[ $LINKUP -eq YES ]]; then
        conf t
            interface  $INTERFACE
                macro description $TRIGGER
                switchport trunk encapsulation dot1q
                switchport trunk native vlan $NATIVE_VLAN
                switchport trunk allowed vlan ALL
                switchport mode trunk
                switchport nonegotiate
                auto qos voip trust
                mls qos trust cos
            exit
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        end
    fi
    if [[ $LINKUP -eq NO ]]; then
        conf t
            interface  $INTERFACE
                no macro description
                no switchport nonegotiate
                no switchport trunk native vlan $NATIVE_VLAN
                no switchport trunk allowed vlan ALL
                no auto qos voip trust
                no mls qos trust cos
                if [[ $AUTH_ENABLED -eq NO ]]; then
                    no switchport mode
                    no switchport trunk encapsulation
                fi
            exit
        end
    fi
} 

function CISCO_SWITCH_AUTO_SMARTPORT () {
    if [[ $LINKUP -eq YES ]]; then
        conf t
            interface  $INTERFACE
                macro description $TRIGGER
                auto qos voip trust
                switchport trunk encapsulation dot1q
                switchport trunk native vlan $NATIVE_VLAN
                switchport trunk allowed vlan ALL
                switchport mode trunk
            exit
        end
    else
         conf t
             interface  $INTERFACE
                 no macro description
                 no auto qos voip trust
                 no switchport mode trunk
                 no switchport trunk encapsulation dot1q
                 no switchport trunk native vlan $NATIVE_VLAN
                 no switchport trunk allowed vlan ALL
             exit
         end
    fi
} 

<output truncated>
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STP および MST の設定

この章では、Catalyst 4500 シリーズ スイッチ上でマルチ スパニングツリー（STP）を設定する方法に

ついて説明します。この章では、MST上の IEEE 802.1s マルチ スパニングツリー（Catalyst 4500 シ
リーズ スイッチ）プロトコルの設定手順についても説明します。MST は、シスコ独自のマルチ インス

タンス スパニングツリー プロトコル（MISTP）実装から派生した新しい IEEE（米国電気電子学会）

標準です。MST により、単一のスパニングツリー インスタンスを複数の VLAN にマッピングできま

す。

設定上の注意事項、設定手順、および設定例も示します。この章の主な内容は、次のとおりです。

• 「STP について」（P.20-1）

• 「STP のデフォルト設定」（P.20-7）

• 「STP の設定」（P.20-8）

• 「概要MST」（P.20-22）

• 「MST 設定時の注意事項および制約事項」（P.20-30）

• 「MST の設定」（P.20-30）

（注） この章で使用するスイッチ コマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL で『Cisco 
Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』と関連資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products//hw/switches/ps4324/index.html

『Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』に掲載されていないコマンドについては、より詳

細な Cisco IOS ライブラリを参照してください。次の URL でCisco IOS コマンド リファレンスと関連

資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html

STP について
STP は、ネットワーク上でパスの冗長性を確保し、不要なループの発生を防ぐレイヤ 2 リンク管理プ

ロトコルです。レイヤ 2 イーサネット ネットワークが正常に動作するためには、任意の 2 つのステー

ション間にアクティブ パスを 1 つだけにする必要があります。ネットワーク トポロジのループフリー

のサブセットは、スパニングツリーと呼ばれます。スパニングツリーの動作はエンド ステーションに

対してトランスペアレントなので、エンド ステーションが特定の LAN セグメントに接続されているの

か、それとも複数セグメントから構成されるスイッチド LAN に接続されているのかを検出できませ

ん。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html
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Catalyst 4500 シリーズ スイッチは、すべての Virtual LAN（VLAN; 仮想 LAN）上で STP（IEEE 
802.1D ブリッジ プロトコル）を使用します。デフォルトでは、（スパニングツリーを手動でディセー

ブルにしない限り）設定されている VLAN ごとに 1 つのスパニングツリーが動作します。スパニング

ツリーは、VLAN 単位でイネーブルまたはディセーブルにできます。

フォールトトレラントなインターネットワークを作成する場合、ネットワーク上のすべてのノード間に

ループフリー パスを構築する必要があります。スパニングツリー アルゴリズムは、スイッチド レイヤ 
2 ネットワーク上で 良のループフリー パスを算出します。スイッチは定期的にスパニングツリー フ
レームを送受信します。スイッチは、これらのフレームを転送せずに、フレームを使用してループフ

リー パスを構築します。

エンド ステーション間に複数のアクティブ パスがあると、ネットワーク内でループが発生します。

ネットワークにループが存在すると、エンド ステーションがメッセージを重複して受信する可能性が

あります。また、スイッチが複数のレイヤ 2 インターフェイス上のエンド ステーション MAC アドレ

スを学習する可能性があります。このような状況によって、ネットワークが不安定になります。

スパニングツリーは、ルート スイッチおよびそのルートからレイヤ 2 ネットワーク上のすべてのス

イッチへのループフリー パスを備えたツリーを定義します。スパニングツリーは、冗長データ パスを

強制的にスタンバイ（ブロック）ステートにします。スパニングツリーのネットワーク セグメントの 1 
つで障害が発生し、かつ冗長パスが存在する場合、スパニングツリー アルゴリズムはスパニングツ

リー トポロジを再計算し、スタンバイ パスをアクティブにします。

スイッチ上の 2 つのポートがループの一部になっている場合、フォワーディング ステートになるポー

トと、ブロッキング ステートになるポートは、スパニングツリー ポート プライオリティおよびポート 
パス コストの設定によって決まります。スパニングツリー ポート プライオリティ値は、ネットワーク 
トポロジにおけるインターフェイスの位置を表すとともに、ポートがトラフィックを伝送する場合にど

の程度適した位置にあるかを表します。スパニングツリー ポート パス コスト値は、メディア速度を表

します。

ここでは、STP について説明します。

• 「ブリッジ ID の概要」（P.20-2）

• 「BPDU」（P.20-4）

• 「ルート ブリッジの選定」（P.20-4）

• 「STP タイマー」（P.20-5）

• 「STP トポロジの作成」（P.20-5）

• 「STP ポート ステート」（P.20-6）

• 「MAC アドレスの割り当て」（P.20-6）

• 「STP および IEEE 802.1Q トランク」（P.20-6）

• 「Per-VLAN ラピッド スパニングツリー」（P.20-7）

ブリッジ ID の概要

各ネットワーク デバイス上の各 VLAN には、一意の 64 ビットブリッジ ID が設定されています。ブ

リッジ ID はブリッジ プライオリティ値、拡張システム ID、および STP MAC アドレス割り当てで構

成されています。
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ブリッジ プライオリティ値

ブリッジ プライオリティ値は、特定の冗長リンクがプライオリティを指定され、スパニングツリーの

特定のスパンに含まれると見なされるかどうかを決定します。値が低いほど優先されるので、手動でプ

ライオリティを設定する場合は、リンクに割り当てるブリッジ プライオリティの値を冗長リンクの場

合よりも低くします。Cisco IOS Release 12.1(12c)EW よりも前のリリースでは、ブリッジ プライオリ

ティは 16 ビット値です（表 20-1 を参照）。Cisco IOS Release 12.1(12c)EW 以降のリリースでは、ブ

リッジ プライオリティは拡張システム ID がイネーブルの場合は 4 ビット値です（表 20-2を参照）。

「VLAN のブリッジ プライオリティの設定」（P.20-17）を参照してください。

拡張システム ID

拡張システム ID は、1025 ～ 4096 の VLAN ID です。Cisco IOS Release 12.1(12c)EW 以降のリリー

スでは、ブリッジ ID の一部として 12 ビット拡張システム ID フィールドをサポートしています

（表 20-2 を参照）。MAC アドレスを 64 個だけサポートするシャーシは、常に 12 ビットの拡張システ

ム ID を使用します。1024 個の MAC アドレスをサポートするシャーシでは、拡張システム ID の使用

をイネーブルにできます。STP は拡張システム ID として VLAN ID を使用します。「拡張システム ID 
のイネーブル化」（P.20-9）を参照してください。

STP MAC アドレス割り当て

Catalyst 4500 シリーズ スイッチのシャーシには、64 個または 1024 個の MAC アドレスがあり、STP 
のようなソフトウェア機能をサポートするために使用できます。シャーシの MAC アドレスの範囲を表

示するには、show module コマンドを入力します。

Cisco IOS Release 12.1(12c)EW 以降のリリースでは、64 個または 1024 個の MAC アドレスを持つ

シャーシをサポートしています。64 個の MAC アドレスを持つシャーシの場合、STP は拡張システム 
ID と MAC アドレスを使用して、VLAN ごとに一意のブリッジ ID を作成します。

Release 12.1(12c)EW よりも前のリリースでは、1024 個の MAC アドレスを持つシャーシをサポート

しています。これらのリリースでは、STP は VLAN ごとに 1 つの MAC アドレスを使用して、VLAN 
ごとに一意のブリッジ ID を作成します。

表 20-1 拡張システム ID がディセーブルの場合のブリッジ プライオリティ値

ブリッジ プライオリティ値

ビット 
16

ビット 
15

ビット 
14

ビット 
13

ビット 
12

ビット 
11

ビット 
10

ビッ

ト 9
ビッ

ト 8
ビッ

ト 7
ビッ

ト 6
ビッ

ト 5
ビッ

ト 4
ビッ

ト 3
ビッ

ト 2
ビッ

ト 1

32768 16384 8192 4096 2048 1024 512 256 128 64 32 16 8 4 2 1

表 20-2 拡張システム ID をイネーブルにしたブリッジ プライオリティ値および拡張システム ID

ブリッジ プライオリティ値 拡張システム ID（VLAN ID と同じ設定）

ビット 
16

ビット 
15

ビット 
14

ビット 
13

ビット 
12

ビット 
11

ビット 
10

ビッ

ト 9
ビッ

ト 8
ビッ

ト 7
ビッ

ト 6
ビッ

ト 5
ビッ

ト 4
ビッ

ト 3
ビッ

ト 2
ビッ

ト 1

32768 16384 8192 4096 VLAN ID
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BPDU

スイッチド ネットワークで常にアクティブなスパニングツリー トポロジを決定するのは、次の要素で

す。

• 各スイッチの VLAN ごとに関連付けられた一意のブリッジ ID（ブリッジ プライオリティと MAC 
アドレス）

• ルート ブリッジまでのスパニングツリー パス コスト（またはブリッジ プライオリティ値）

• 各レイヤ 2 インターフェイスに対応付けられたポート ID（ポート プライオリティおよび MAC ア
ドレス）

ブリッジ プロトコル データ ユニット（BPDU）には、送信側ブリッジとそのポートについて、ブリッ

ジおよび MAC アドレス、ブリッジ プライオリティ、ポート プライオリティ、パス コストなどの情報

が含まれます。システムは接続するスイッチ間で BPDU を伝送して、ルート スイッチから一方向のス

パニングツリー トポロジを計算します。各設定 BPDU には、少なくとも次の項目が含まれます。

• 送信側のスイッチがルート スイッチと見なしているスイッチの一意のブリッジ ID

• ルートまでのスパニングツリー パス コスト

• 送信側ブリッジのブリッジ ID

• メッセージの有効期間

• 送信側ポートの ID

• hello タイマー、転送遅延タイマー、および 大エージングプロトコル タイマーの値

スイッチが BPDU フレームを送信すると、そのフレームが伝送される LAN に接続されたすべてのス

イッチが BPDU を受信します。スイッチが BPDU を受信すると、スイッチはそのフレームを転送する

のではなく、フレームに含まれる情報を使用して BPDU を計算し、トポロジに変更があれば、BPDU 
の送信を開始します。

BPDU 交換によって次の処理が行われます。

• 1 つのスイッチがルート ブリッジとして選択されます。

• ルート ブリッジへの 短距離は、パス コストに基づいてスイッチごとに計算されます。

• LAN セグメントごとに指定ブリッジが選択されます。これは、ルート ブリッジに も近いスイッ

チで、そのスイッチを介してフレームがルートに転送されます。

• ルート ポートが選択されます。これはブリッジからルート ブリッジまでの 適パスを提供する

ポートです。

• スパニングツリーに含まれるポートが選択されます。

ルート ブリッジの選定

VLAN ごとに、 高のブリッジ プライオリティ（ 小のプライオリティ値）を持つスイッチがルート 
ブリッジとして選定されます。すべてのスイッチがデフォルト プライオリティ値（32,768）に設定さ

れている場合は、VLAN 内で 小の MAC アドレスを持つスイッチがルート ブリッジになります。

スパニングツリー ルート ブリッジは、スイッチド ネットワークで論理的にスパニングツリー トポロジ

の中心に位置します。スイッチド ネットワーク内のどの場所からのパスも、ルート ブリッジに到達す

るために必要とされない場合は、すべてスパニングツリー ブロッキング モードになります。

スパニングツリーは BPDU から提供される情報を使用して、スイッチド ネットワークのルート ブリッ

ジとルート ポート、および各スイッチド セグメントのルート ポートと指定されたポートを選定しま

す。
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STP タイマー

表 20-3 で、スパニングツリー全体のパフォーマンスに影響する STP タイマーについて説明します。

STP トポロジの作成

スパニングツリー アルゴリズムの目標は、 もダイレクトなリンクをルート ポートにすることです。

スパニングツリー トポロジがデフォルトのパラメータに基づいて計算されている場合、リンク速度に

より、スイッチド ネットワーク上の送信元から宛先エンド ステーションまでのパスが 適にならない

可能性があります。たとえば、現在のルート ポートよりも数値の大きいポートに高速リンクを接続す

ると、ルート ポートが変更される場合があります。

図 20-1 では、スイッチ A がルート ブリッジとして選定されています。（これは、すべてのスイッチの

ブリッジ プライオリティがデフォルト値 [32,768] に設定され、スイッチ A が も低い MAC アドレス

を持つ場合に起こります）。ただし、トラフィック パターン、転送ポートの数、またはリンク タイプに

よっては、スイッチ A が 適なルート ブリッジであるとは限りません。 適なスイッチの STP ポート 
プライオリティを上げて（プライオリティの数値を小さくして）、そのスイッチをルート ブリッジに設

定すると、 適なスイッチをルートとして持つ新しいスパニングツリー トポロジが強制的に再計算さ

れます。

図 20-1 スパニングツリー トポロジ

たとえば、スイッチ B の 1 つのポートが光ファイバ リンクであり、同じスイッチの別のポート

（Unshielded Twisted-Pair（UTP; シールドなしツイストペア）リンク）がルート ポートになっている

と仮定します。ネットワーク トラフィックを高速の光ファイバ リンクに流した方が効率的です。光

ファイバ ポートのスパニングツリー ポート プライオリティをルート ポートよりも高く（数値を小さ

く）すると、光ファイバ ポートが新しいルート ポートになります。

表 20-3 スパニングツリー プロトコル タイマー

変数 説明

hello_time スイッチが他のスイッチに hello メッセージをブロードキャストする間隔を

指定します。

forward_time ポートが転送を開始するまでに、リスニング ステートおよびラーニング ス
テートが継続する必要がある時間を決定します。

max_age ポートで受信したプロトコル情報がスイッチで保持される期間を決定しま

す。
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STP ポート ステート

プロトコル情報がスイッチド LAN を通過する場合、伝播遅延が生じる可能性があります。その結果、

スイッチド ネットワークのさまざまな時点および場所でトポロジーが変更される場合があります。レ

イヤ 2 インターフェイスがスパニングツリー トポロジに含まれていない状態からフォワーディング ス
テートに直接移行すると、一時的にデータのループが形成される可能性があります。ポートは新しいト

ポロジー情報がスイッチド LAN 経由で伝播されるまで待機し、それからフレーム転送を開始する必要

があります。さらに、古いトポロジで転送されたフレームの存続時間を満了させることも必要です。

スパニングツリーを使用するスイッチ上の各レイヤ 2 インターフェイスは、次の 5 つのステートのいず

れかの状態で存在します。

• ブロッキング：このステートでは、レイヤ 2 インターフェイスはフレーム フォワーディングに参

加しません。

• リスニング：このステートは、スパニングツリーによりレイヤ 2 インターフェイスのフレーム 
フォワーディングへの参加が決定されると、ブロック ステートから 初に移行するステートです。

• ラーニング：このステートでは、レイヤ 2 インターフェイスはフレーム フォワーディングに参加

する準備をします。

• フォワーディング：このステートでは、レイヤ 2 インターフェイスはフレームを転送します。

• ディセーブル：このステートでは、レイヤ 2 インターフェイスはスパニングツリーに参加せず、フ

レームを転送しません。

MAC アドレスの割り当て

スーパーバイザ エンジンは 1024 個の MAC アドレスを持ち、VLAN スパニングツリーのブリッジ ID 
として使用されます。スパニングツリーがアルゴリズムに使用する MAC アドレス範囲（スーパーバイ

ザに対する割り当て範囲）を表示する場合に、show module コマンドを使用します。

Catalyst 4506 スイッチの MAC アドレスは連番で割り当てられます。つまり、範囲の 初の MAC ア
ドレスは VLAN 1 に割り当てられ、範囲の 2 番めの MAC アドレスは VLAN 2 に割り当てられます。

たとえば、MAC アドレス範囲が 00-e0-1e-9b-2e-00 ～ 00-e0-1e-9b-31-ff の場合、VLAN 1 ブリッジ 
ID は 00-e0-1e-9b-2e-00、VLAN 2 ブリッジ ID は 00-e0-1e-9b-2e-01、VLAN 3 ブリッジ ID は 
00-e0-1e-9b-2e-02 となります。他の Catalyst 4500 シリーズ プラットフォームでは、すべての VLAN 
は個々の MAC アドレスではなく、同一の MAC アドレスにマッピングします。

STP および IEEE 802.1Q トランク

802.1Q VLAN トランクによって、ネットワークのスパニングツリーの構築方法に、いくつかの制約が

課せられます。802.1Q トランクを使用して接続している Cisco スイッチのネットワークでは、トラン

ク上で許容される VLAN ごとに 1 つのスパニングツリー インスタンスが維持されます。他社製の 
802.1Q スイッチでは、トランク上で許容されるすべての VLAN に対してスパニングツリー インスタ

ンスが 1 つだけ維持されます。

802.1Q トランクを使用して Cisco スイッチを（802.1Q をサポートする）非シスコ デバイスに接続す

る場合、Cisco スイッチは、トランクの 802.1Q ネイティブ VLAN のスパニングツリー インスタンス

を、非シスコ 802.1Q スイッチのスパニングツリー インスタンスと統合します。ただし、VLAN 単位

のスパニングツリー情報は、他社製の 802.1Q スイッチのネットワークと切り離して、Cisco スイッチ

で維持されます。Cisco スイッチを切り離している他社製の 802.1Q ネットワークは、スイッチ間の単

一トランク リンクとして扱われます。
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（注） 802.1Q トランクの詳細については、第 17 章「レイヤ 2 イーサネット インターフェイスの設定」を参

照してください。

Per-VLAN ラピッド スパニングツリー

Per-VLAN ラピッド スパニングツリー プラス（PVRST+）は PVST+ と同じですが、より高速なコン

バージェンスを提供するために、802.1D ではなく IEEE 802.1w に基づいたラピッド STP（RSTP）を

使用します。PVRST+ は、PVST+ とほぼ同一の設定を使用し、 小限の設定で済みます。PVRST+ で
は、トポロジの変更時にポート単位でダイナミック CAM（連想メモリ）エントリがただちに消去され

ます。機能が RSTP に組み込まれているため、このモードでは UplinkFast および BackboneFast はイ

ネーブルに設定されていますが、アクティブになりません。PVRST+ は、ブリッジ、ブリッジ ポート

または LAN 障害が発生したのち、迅速な接続の回復を提供します。

Per Vlan Spanning Tree（PVST+）同様、Per Vlan Rapid Spanning Tree（PVRST+）のインスタンス数

はスイッチ上で設定されている VLAN の数と等しく、 大 4094 インスタンスまで増やすことができ

ます。

イネーブル化に関する情報については、「PVRST+ のイネーブル化」（P.21）を参照してください。

STP のデフォルト設定
表 20-4 に、デフォルトのスパニングツリー設定を示します。

表 20-4 スパニングツリーのデフォルト設定値

機能 デフォルト値

イネーブル ステート すべての VLAN に対してスパニングツ

リーがイネーブル

ブリッジ プライオリティ値 32,768

スパニングツリー ポート プライオリティ値（インター

フェイス単位で設定可能 - レイヤ 2 アクセス ポートとし

て設定されたインターフェイスで使用） 

128

スパニングツリー ポート コスト（インターフェイス単

位で設定可能 - レイヤ 2 アクセス ポートとして設定され

たインターフェイスで使用） 

• 10 ギガビット イーサネット：2

• ギガビット イーサネット：4

• ファスト イーサネット：19

スパニングツリー VLAN ポート プライオリティ値

（VLAN 単位で設定可能 - レイヤ 2 トランク ポートとし

て設定されたインターフェイスで使用） 

128

スパニングツリー VLAN ポート コスト（VLAN 単位で

設定可能 - レイヤ 2 トランク ポートとして設定されたイ

ンターフェイスで使用） 

• 10 ギガビット イーサネット：2

• ギガビット イーサネット：4

• ファスト イーサネット：19

hello タイム 2 秒

転送遅延時間 15 秒

大エージング タイム 20 秒
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STP の設定
ここでは、VLAN 上でスパニングツリーを設定する手順について説明します。

• 「STP のイネーブル化」（P.20-8）

• 「拡張システム ID のイネーブル化」（P.20-9）

• 「ルート ブリッジの設定」（P.20-10）

• 「セカンダリ ルート スイッチの設定」（P.20-12）

• 「STP ポート プライオリティの設定」（P.20-13）

• 「STP ポート コストの設定」（P.20-16）

• 「VLAN のブリッジ プライオリティの設定」（P.20-17）

• 「hello タイムの設定」（P.20-18）

• 「VLAN の 大エージング タイムの設定」（P.20-19）

• 「VLAN の転送遅延時間の設定」（P.20-19）

• 「STP のディセーブル化」（P.20-20）

• 「PVRST+ のイネーブル化」（P.20-21）

（注） この章で説明するスパニングツリー コマンドは、no switchport コマンドで設定されるインターフェイ

スを除き、すべてのインターフェイス上で設定できます。

STP のイネーブル化

（注） デフォルトでは、すべての VLAN でスパニングツリーはイネーブルになっています。

スパニングツリーは、VLAN 単位でイネーブルにできます。スイッチは（スパニングツリーをディ

セーブルにした VLAN を除き）各 VLAN についてスパニングツリーの個別のインスタンスを維持しま

す。

VLAN 単位でスパニングツリーをイネーブルにするには、次の作業を行います。

次に、VLAN 200 上でスパニングツリーをイネーブルにする例を示します。

Switch# configure terminal 
Switch(config)# spanning-tree vlan 200 
Switch(config)# end 
Switch#

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# spanning-tree vlan vlan_ID VLAN vlan_ID のスパニングツリーをイネーブルにします。

vlan_ID 値は、1 ～ 4094 の範囲で指定します。

ステップ 3 Switch(config)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 4 Switch# show spanning-tree vlan vlan_ID スパニングツリーがイネーブルになっていることを確認しま

す。
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（注） スパニングツリーはデフォルトでイネーブルに設定されているため、show running コマンドを入力し

て作成されたコンフィギュレーションを表示しても、スパニングツリーをイネーブルにするために入力

したコマンドは表示されません。

次に、VLAN 200 上でスパニングツリーがイネーブルになっていることを確認する例を示します。

Switch# show spanning-tree vlan 200 

 VLAN200 is executing the ieee compatible Spanning Tree protocol
  Bridge Identifier has priority 32768, address 0050.3e8d.6401
  Configured hello time 2, max age 20, forward delay 15
  Current root has priority 16384, address 0060.704c.7000
  Root port is 264 (FastEthernet5/8), cost of root path is 38
  Topology change flag not set, detected flag not set
  Number of topology changes 0 last change occurred 01:53:48 ago
  Times:  hold 1, topology change 24, notification 2
          hello 2, max age 14, forward delay 10
  Timers: hello 0, topology change 0, notification 0

 Port 264 (FastEthernet5/8) of VLAN200 is forwarding
   Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 129.9.
   Designated root has priority 16384, address 0060.704c.7000
   Designated bridge has priority 32768, address 00e0.4fac.b000
   Designated port id is 128.2, designated path cost 19
   Timers: message age 3, forward delay 0, hold 0
   Number of transitions to forwarding state: 1
   BPDU: sent 3, received 3417

Switch#

拡張システム ID のイネーブル化

（注） 64 個の MAC アドレスをサポートするシャーシの拡張システム ID は、常にイネーブルになっていま

す。

1024 個の MAC アドレスをサポートするシャーシで拡張システム ID をイネーブルにするには、

spanning-tree extend system-id コマンドを使用します。「ブリッジ ID の概要」（P.20-2）を参照してく

ださい。

拡張システム ID をイネーブルにするには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch(config)# spanning-tree extend system-id 拡張システム ID をイネーブルにします。

拡張システム ID をディセーブルにします。

（注） 64 個の MAC アドレスをサポートするシャーシ

では、または拡張範囲 VLAN を設定している場

合には、拡張システム ID をディセーブルにでき

ません（表 20-4（P.20-7）を参照）。

ステップ 2 Switch(config)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 3 Switch# show spanning-tree vlan vlan_ID 設定を確認します。
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（注） 拡張システム ID をイネーブルまたはディセーブルにすると、すべてのアクティブな STP インスタンス

のブリッジ ID が更新されるため、これによってスパニングツリー トポロジが変更される場合がありま

す。

次に、拡張システム ID をイネーブルにする例を示します。

Switch# configure terminal 
Switch(config)# spanning-tree extend system-id 
Switch(config)# end 
Switch#

次に、設定を確認する例を示します。

Switch# show spanning-tree summary | include extended
Extended system ID is enabled.

ルート ブリッジの設定

Catalyst 4000 ファミリ スイッチは、スイッチ上に設定されたアクティブな VLAN ごとにスパニングツ

リーのインスタンスを維持します。ブリッジの優先順位および MAC アドレスから成るブリッジ ID は、

各インスタンスに関連付けられます。各 VLAN では、 も小さいブリッジ ID を持つスイッチが 
VLAN のルート ブリッジになります。ブリッジ プライオリティが変更されるたびに、ブリッジ ID も
変更され、VLAN のルート ブリッジが再計算されます。

指定された VLAN のルート ブリッジになるようにスイッチを設定するには、spanning-tree vlan 
vlan-ID root コマンドを入力して、ブリッジ プライオリティをデフォルト値（32,768）から非常に小

さな値へと変更します。指定された VLAN のブリッジ プライオリティに設定する 8192 は、この値に

よってスイッチが VLAN のルートになる場合に使用します。VLAN のブリッジのプライオリティが 
8192 よりも低い場合、スイッチは も低いブリッジ プライオリティより 1 小さい数値をプライオリ

ティに設定します。

たとえば、ネットワークのすべてのスイッチが、VLAN 100 のブリッジ プライオリティにデフォルト

値の 32,768 を設定していると仮定します。スイッチに spanning-tree vlan 100 root primary コマンド

を指定すると、VLAN 100 のブリッジ プライオリティが 8192 に設定されるため、このスイッチは 
VLAN 100 のルート ブリッジになります。

（注） スパニングツリーの各インスタンスのルート ブリッジは、バックボーン スイッチまたはディストリ

ビューション スイッチである必要があります。アクセス スイッチをスパニングツリーのプライマリ 
ルートとして設定しないでください。

レイヤ 2 ネットワークの直径（ネットワーク上の任意の 2 つのエンド ステーション間における 大ブ

リッジ ホップ カウント）を指定するには、diameter キーワードを指定します。ネットワークの直径を

指定すると、スイッチは自動的に 適な hello タイム、転送遅延時間、その直径のネットワークの 大

エージング タイムをピックアップします。これによって、スパニングツリーのコンバージェンス時間

が大幅に短縮されます。

hello-time キーワードを使用して、自動的に計算される hello タイムを上書きできます。

（注） スイッチをルート ブリッジとして設定したあとで、hello タイム、転送遅延時間、および 大エージン

グ タイムを手動で設定しないでください。

スイッチをルート スイッチとして設定するには、次の作業を行います。
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次に、スイッチを VLAN 10 のルート ブリッジとして設定し、ネットワーク直径を 4 に設定する例を示

します。

Switch# configure terminal 
Switch(config)# spanning-tree vlan 10 root primary diameter 4 
Switch(config)# end 
Switch#

次に、スイッチがスパニングツリー ルートになったときに設定が変わる例を示します。次に示すのは、

スイッチが VLAN 1 のルートになる前の設定です。

Switch# show spanning-tree vlan 1

VLAN1 is executing the ieee compatible Spanning Tree protocol
  Bridge Identifier has priority 32768, address 0030.94fc.0a00
  Configured hello time 2, max age 20, forward delay 15
  Current root has priority 32768, address 0001.6445.4400
  Root port is 323 (FastEthernet6/3), cost of root path is 19
  Topology change flag not set, detected flag not set
  Number of topology changes 2 last change occurred 00:02:19 ago
          from FastEthernet6/1
  Times: hold 1, topology change 35, notification 2
          hello 2, max age 20, forward delay 15
  Timers:hello 0, topology change 0, notification 0, aging 300

 Port 323 (FastEthernet6/3) of VLAN1 is forwarding
   Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 129.67.
   Designated root has priority 32768, address 0001.6445.4400
   Designated bridge has priority 32768, address 0001.6445.4400
   Designated port id is 129.67, designated path cost 0
   Timers:message age 2, forward delay 0, hold 0
   Number of transitions to forwarding state:1
   BPDU:sent 3, received 91

 Port 324 (FastEthernet6/4) of VLAN1 is blocking
   Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 129.68.
   Designated root has priority 32768, address 0001.6445.4400
   Designated bridge has priority 32768, address 0001.6445.4400
   Designated port id is 129.68, designated path cost 0
   Timers:message age 2, forward delay 0, hold 0
   Number of transitions to forwarding state:0
   BPDU:sent 1, received 89

スイッチをルートとして設定します。

Switch# configure terminal 
Switch(config)# spanning-tree vlan 1 root primary 
Switch(config)# spanning-tree vlan 1 root primary
 VLAN 1 bridge priority set to 8192
 VLAN 1 bridge max aging time unchanged at 20
 VLAN 1 bridge hello time unchanged at 2
 VLAN 1 bridge forward delay unchanged at 15
Switch(config)# end

コマンド 目的

ステップ 1 Switch(config)# [no] spanning-tree vlan vlan_ID 
root primary [diameter hops [hello-time seconds]] 

スイッチをルート ブリッジとして設定します。

デフォルトの設定に戻すには、no キーワードを使用し

ます。

ステップ 2 Switch(config)# end コンフィギュレーション モードを終了します。
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次に示すのは、スイッチがルートになったあとの設定です。

Switch# show spanning-tree vlan 1

VLAN1 is executing the ieee compatible Spanning Tree protocol
  Bridge Identifier has priority 8192, address 0030.94fc.0a00
  Configured hello time 2, max age 20, forward delay 15
  We are the root of the spanning tree
  Topology change flag set, detected flag set
  Number of topology changes 3 last change occurred 00:00:09 ago
  Times: hold 1, topology change 35, notification 2
          hello 2, max age 20, forward delay 15
  Timers:hello 0, topology change 25, notification 0, aging 15

Port 323 (FastEthernet6/3) of VLAN1 is forwarding
   Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 129.67.
   Designated root has priority 8192, address 0030.94fc.0a00
   Designated bridge has priority 8192, address 0030.94fc.0a00
   Designated port id is 129.67, designated path cost 0
   Timers:message age 0, forward delay 0, hold 0
   Number of transitions to forwarding state:1
   BPDU:sent 9, received 105

 Port 324 (FastEthernet6/4) of VLAN1 is listening
   Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 129.68.
   Designated root has priority 8192, address 0030.94fc.0a00
   Designated bridge has priority 8192, address 0030.94fc.0a00
   Designated port id is 129.68, designated path cost 0
   Timers:message age 0, forward delay 5, hold 0
   Number of transitions to forwarding state:0
   BPDU:sent 6, received 102

Switch#

（注） ブリッジ プライオリティが 8192 に設定されたため、このスイッチがスパニングツリーのルートになり

ます。

セカンダリ ルート スイッチの設定

スイッチをセカンダリ ルートとして設定すると、スパニングツリー ブリッジ プライオリティはデフォ

ルト値（32,768）から 16,384 に変更されます。その結果、プライマリ ルート ブリッジが故障した場合

に（ネットワーク上の他のスイッチがデフォルトのブリッジ プライオリティ 32,768 を使用しているこ

とが前提）、そのスイッチが指定された VLAN のルート ブリッジになる可能性が高くなります。

このコマンドを複数のスイッチに対して実行し、複数のバックアップ ルート スイッチを設定できます。

プライマリ ルート スイッチを設定するときに使用したものと同じネットワーク直径および hello タイ

ムを使用してください。

（注） スイッチをルート ブリッジとして設定したあとで、hello タイム、転送遅延時間、および 大エージン

グ タイムを手動で設定しないでください。

スイッチをセカンダリ ルート スイッチとして設定するには、次の作業を行います。
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次に、スイッチを VLAN 10 のセカンダリ ルート スイッチとして設定し、ネットワーク直径を 4 に設

定する例を示します。

Switch# configure terminal 
Switch(config)# spanning-tree vlan 10 root secondary diameter 4 
VLAN 10 bridge priority set to 16384
 VLAN 10 bridge max aging time set to 14
 VLAN 10 bridge hello time unchanged at 2
 VLAN 10 bridge forward delay set to 10
Switch(config)# end 
Switch#

次に、VLAN 1 の設定を確認する例を示します。

Switch#sh spanning-tree vlan 1

VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32768
             Address     0003.6b10.e800
             This bridge is the root
             Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32768
             Address     0003.6b10.e800
             Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time 300

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Status
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa3/1            Desg FWD 19        128.129  P2p 
Fa3/2            Desg FWD 19        128.130  P2p 
Fa3/48           Desg FWD 19        128.176  Edge P2p 

Switch#

STP ポート プライオリティの設定

ループが発生した際、スパニングツリーはフォワーディング ステートに移行するインターフェイスを

選択する場合にポート プライオリティを考慮します。スパニングツリーで 初に選択するインター

フェイスに高いプライオリティ値を、 後に選択するインターフェイスに低いプライオリティ値を割り

当てることができます。すべてのインターフェイスが同じプライオリティ値を使用している場合、スパ

ニングツリーはインターフェイス番号が も小さいインターフェイスをフォワーディング ステートに

して、残りのインターフェイスをブロックします。指定できるプライオリティの範囲は 0 ～ 240 で、

16 ずつ増分して設定できます（デフォルトは 128）。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch(config)# [no] spanning-tree vlan vlan_ID 
root secondary [diameter hops [hello-time 
seconds]] 

スイッチをセカンダリ ルート スイッチとして設定しま

す。

デフォルトの設定に戻すには、no キーワードを使用し

ます。

ステップ 2 Switch(config)# end コンフィギュレーション モードを終了します。
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（注） Cisco IOS ソフトウェアは、インターフェイスがアクセス ポートとして設定されている場合にはポート 
プライオリティ値を使用し、インターフェイスがトランク ポートとして設定されている場合には 
VLAN ポート プライオリティ値を使用します。

インターフェイスのスパニングツリー ポート プライオリティを設定するには、次の作業を行います。

次に、ファスト イーサネット インターフェイスのスパニングツリー ポート プライオリティを設定する

例を示します。

Switch# configure terminal 
Switch(config)# interface fastethernet 5/8 
Switch(config-if)# spanning-tree port-priority 100 
Switch(config-if)# end 
Switch#

次に、ファスト イーサネット インターフェイスをアクセス ポートとして設定した場合の、設定を確認

する例を示します。

Switch# show spanning-tree interface fastethernet 3/1

Vlan             Role Sts Cost      Prio.Nbr Status
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
VLAN0001         Desg FWD 19        128.129  P2p 
VLAN1002         Desg FWD 19        128.129  P2p 
VLAN1003         Desg FWD 19        128.129  P2p 
VLAN1004         Desg FWD 19        128.129  P2p 
VLAN1005         Desg FWD 19        128.129  P2p 
Switch#

次に、インターフェイスをアクセス ポートとして設定した場合の、インターフェイスの設定の詳細を

表示する例を示します。

Switch# show spanning-tree interface fastethernet 3/1 detail
Port 129 (FastEthernet3/1) of VLAN0001 is forwarding 

コマンド 目的

ステップ 1 Switch(config)# interface {{fastethernet | 
gigabitethernet | tengigabitethernet} slot/port} 
| {port-channel port_channel_number}

設定するインターフェイスを選択します。

ステップ 2 Switch(config-if)# [no] spanning-tree 
port-priority port_priority 

インターフェイスのポート プライオリティを設定しま

す。指定できる port_priority 値の範囲は 0 ～ 240 で、

16 ずつ増分できます。

デフォルトの設定に戻すには、no キーワードを使用し

ます。

ステップ 3 Switch(config-if)# [no] spanning-tree vlan 
vlan_ID port-priority port_priority 

インターフェイスの VLAN ポート プライオリティを設

定します。指定できる port_priority 値の範囲は 0 ～ 240 
で、16 ずつ増分できます。

デフォルトの設定に戻すには、no キーワードを使用し

ます。

ステップ 4 Switch(config-if)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 5 Switch# show spanning-tree interface 
{{fastethernet | gigabitethernet} slot/port} | 
{port-channel port_channel_number}
show spanning-tree vlan vlan_ID 

設定を確認します。
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   Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 128.129.
   Designated root has priority 32768, address 0003.6b10.e800
   Designated bridge has priority 32768, address 0003.6b10.e800
   Designated port id is 128.129, designated path cost 0
   Timers:message age 0, forward delay 0, hold 0
   Number of transitions to forwarding state:1
   Link type is point-to-point by default
   BPDU:sent 187, received 1

 Port 129 (FastEthernet3/1) of VLAN1002 is forwarding 
   Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 128.129.
   Designated root has priority 32768, address 0003.6b10.ebe9
   Designated bridge has priority 32768, address 0003.6b10.ebe9
   Designated port id is 128.129, designated path cost 0
   Timers:message age 0, forward delay 0, hold 0
   Number of transitions to forwarding state:1
   Link type is point-to-point by default
   BPDU:sent 94, received 2

 Port 129 (FastEthernet3/1) of VLAN1003 is forwarding 
   Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 128.129.
   Designated root has priority 32768, address 0003.6b10.ebea
   Designated bridge has priority 32768, address 0003.6b10.ebea
   Designated port id is 128.129, designated path cost 0
   Timers:message age 0, forward delay 0, hold 0
   Number of transitions to forwarding state:1
   Link type is point-to-point by default
   BPDU:sent 94, received 2

 Port 129 (FastEthernet3/1) of VLAN1004 is forwarding 
   Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 128.129.
   Designated root has priority 32768, address 0003.6b10.ebeb
   Designated bridge has priority 32768, address 0003.6b10.ebeb
   Designated port id is 128.129, designated path cost 0
   Timers:message age 0, forward delay 0, hold 0
   Number of transitions to forwarding state:1
   Link type is point-to-point by default
   BPDU:sent 95, received 2

 Port 129 (FastEthernet3/1) of VLAN1005 is forwarding 
   Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 128.129.
   Designated root has priority 32768, address 0003.6b10.ebec
   Designated bridge has priority 32768, address 0003.6b10.ebec
   Designated port id is 128.129, designated path cost 0
   Timers:message age 0, forward delay 0, hold 0
   Number of transitions to forwarding state:1
   Link type is point-to-point by default
   BPDU:sent 95, received 2
Switch# 

（注） show spanning-tree port-priority コマンドは、リンクがアクティブになっているポートの情報だけを

表示します。リンクがアクティブなポートがない場合は、show running-config interface コマンドを

使用して設定を確認してください。

次に、ファスト イーサネット インターフェイスのスパニングツリー VLAN ポート プライオリティを

設定する例を示します。

Switch# configure terminal 
Switch(config)# interface fastethernet 5/8 
Switch(config-if)# spanning-tree vlan 200 port-priority 64 
Switch(config-if)# end 
Switch#
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次に、インターフェイスの VLAN 200 をトランク ポートとして設定した場合の設定を確認する例を示

します。

Switch# show spanning-tree vlan 200 
<...output truncated...>

Port 264 (FastEthernet5/8) of VLAN200 is forwarding
Port path cost 19, Port priority 64, Port Identifier 129.8.
   Designated root has priority 32768, address 0010.0d40.34c7
   Designated bridge has priority 32768, address 0010.0d40.34c7
   Designated port id is 128.1, designated path cost 0
   Timers: message age 2, forward delay 0, hold 0
   Number of transitions to forwarding state: 1
   BPDU: sent 0, received 13513

<...output truncated...>
Switch#

STP ポート コストの設定

スパニングツリー ポート パス コストのデフォルト値には、インターフェイス メディア速度の値が使用

されます。ループが発生した場合、スパニングツリーはフォワーディング ステートに移行するイン

ターフェイスを選択する際にポート コストを考慮します。スパニングツリーで 初に選択するイン

ターフェイスに低いコスト値を、 後に選択するインターフェイスに高いコスト値を割り当てることが

できます。すべてのインターフェイスが同じコスト値を使用している場合、スパニングツリーは、イン

ターフェイス番号が も小さいインターフェイスをフォワーディング ステートにして、残りのイン

ターフェイスをブロックします。指定できるコストの範囲は、1 ～ 200,000,000 です（デフォルトは、

メディアによって異なります）。

スパニングツリーはインターフェイスがアクセス ポートとして設定されている場合にはポート コスト

値を使用し、インターフェイスがトランク ポートとして設定されている場合には VLAN ポート コスト

値を使用します。

インターフェイスのスパニングツリー ポート コストを設定するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch(config)# interface {{fastethernet | 
gigabitethernet | tengigabitethernet} slot/port} 
| {port-channel port_channel_number}

設定するインターフェイスを選択します。

ステップ 2 Switch(config-if)# [no] spanning-tree cost 
port_cost 

インターフェイスのポート コストを設定します。

port_cost 値は、1 ～ 200,000,000 の範囲で指定します。

デフォルトの設定に戻すには、no キーワードを使用し

ます。

ステップ 3 Switch(config-if)# [no] spanning-tree vlan 
vlan_ID cost port_cost 

インターフェイスの VLAN ポート コストを設定します。

port_cost 値は、1 ～ 200,000,000 の範囲で指定します。

デフォルトの設定に戻すには、no キーワードを使用し

ます。

ステップ 4 Switch(config-if)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 5 Switch# show spanning-tree interface 
{{fastethernet | gigabitethernet} slot/port} | 
{port-channel port_channel_number} 
show spanning-tree vlan vlan_ID 

設定を確認します。
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次に、ファスト イーサネット インターフェイスのスパニングツリー ポート コストを変更する例を示し

ます。

Switch# configure terminal 
Switch(config)# interface fastethernet 5/8 
Switch(config-if)# spanning-tree cost 18 
Switch(config-if)# end 
Switch#

次に、インターフェイスをアクセス ポートとして設定した場合の設定を確認する例を示します。

Switch# show spanning-tree interface fastethernet 5/8 
 Port 264 (FastEthernet5/8) of VLAN200 is forwarding
   Port path cost 18, Port priority 100, Port Identifier 129.8.
   Designated root has priority 32768, address 0010.0d40.34c7
   Designated bridge has priority 32768, address 0010.0d40.34c7
   Designated port id is 128.1, designated path cost 0
   Timers: message age 2, forward delay 0, hold 0
   Number of transitions to forwarding state: 1
   BPDU: sent 0, received 13513
Switch#

次に、ファスト イーサネット インターフェイスのスパニングツリー VLAN ポート コストを設定する

例を示します。

Switch# configure terminal 
Switch(config)# interface fastethernet 5/8 
Switch(config-if)# spanning-tree vlan 200 cost 17 
Switch(config-if)# end 
Switch#

次に、インターフェイスの VLAN 200 をトランク ポートとして設定した場合の設定を確認する例を示

します。

Switch# show spanning-tree vlan 200 
<...output truncated...>
Port 264 (FastEthernet5/8) of VLAN200 is forwarding
Port path cost 17, Port priority 64, Port Identifier 129.8.
   Designated root has priority 32768, address 0010.0d40.34c7
   Designated bridge has priority 32768, address 0010.0d40.34c7
   Designated port id is 128.1, designated path cost 0
   Timers: message age 2, forward delay 0, hold 0
   Number of transitions to forwarding state: 1
   BPDU: sent 0, received 13513

<...output truncated...>
Switch#

（注） show spanning-tree コマンドは、リンクがアクティブになっている（グリーンに点灯）ポートの情報

だけを表示します。リンクがアクティブなポートがない場合は、show running-config コマンドを使用

して設定を確認してください。

VLAN のブリッジ プライオリティの設定

（注） VLAN のブリッジ プライオリティを設定する場合は、注意が必要です。ブリッジ プライオリティを変

更するには、通常の場合、spanning-tree vlan vlan_ID root primary コマンドおよび spanning-tree 
vlan vlan_ID root secondary コマンドの使用を推奨します。
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VLAN のスパニングツリー ブリッジ プライオリティを設定するには、次の作業を行います。

次に、VLAN 200 のブリッジ プライオリティを 33,792 に設定する例を示します。

Switch# configure terminal 
Switch(config)# spanning-tree vlan 200 priority 33792 
Switch(config)# end 
Switch#

次に、設定を確認する例を示します。

Switch# show spanning-tree vlan 200 bridge brief
                                      Hello Max  Fwd
Vlan                   Bridge ID      Time  Age Delay  Protocol
---------------- -------------------- ---- ---- -----  --------
VLAN200          33792 0050.3e8d.64c8    2   20    15  ieee
Switch# 

hello タイムの設定

（注） hello タイムを設定する場合は、注意が必要です。hello タイムを変更するには、通常の場合 
spanning-tree vlan vlan_ID root primary コマンドおよび spanning-tree vlan vlan_ID root secondary 
コマンドの使用を推奨します。

VLAN のスパニングツリー hello タイムを設定するには、次の作業を行います。

次に、VLAN 200 の hello タイムを 7 秒に設定する例を示します。

Switch# configure terminal 
Switch(config)# spanning-tree vlan 200 hello-time 7 
Switch(config)# end 
Switch#

コマンド 目的

ステップ 1 Switch(config)# [no] spanning-tree vlan vlan_ID 
priority bridge_priority 

VLAN のブリッジ プライオリティを設定します。

bridge_priority 値は、1 ～ 65,534 の範囲で指定します。

デフォルトの設定に戻すには、no キーワードを使用し

ます。

ステップ 2 Switch(config)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 3 Switch# show spanning-tree vlan vlan_ID bridge 
[brief]

設定を確認します。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch(config)# [no] spanning-tree vlan vlan_ID 
hello-time hello_time 

VLAN の hello タイムを設定します。hello_time 値は、

1 ～ 10 秒の範囲で指定します。

デフォルトの設定に戻すには、no キーワードを使用し

ます。

ステップ 2 Switch(config)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 3 Switch# show spanning-tree vlan vlan_ID bridge 
[brief]

設定を確認します。
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次に、設定を確認する例を示します。

Switch# show spanning-tree vlan 200 bridge brief
                                      Hello Max  Fwd
Vlan                   Bridge ID      Time  Age Delay  Protocol
---------------- -------------------- ---- ---- -----  --------
VLAN200          49152 0050.3e8d.64c8    7   20    15  ieee
Switch# 

VLAN の 大エージング タイムの設定

（注） エージング タイムを設定する場合は、注意が必要です。 大エージング タイムを変更するには、通常

の場合、spanning-tree vlan vlan_ID root primary コマンドおよび spanning-tree vlan vlan_ID root 
secondary コマンドの使用を推奨します。

VLAN のスパニングツリー 大エージング タイムを設定するには、次の作業を行います。

次に、VLAN 200 の 大エージング タイムを 36 秒に設定する例を示します。

Switch# configure terminal 
Switch(config)# spanning-tree vlan 200 max-age 36 
Switch(config)# end 
Switch#

次に、設定を確認する例を示します。

Switch# show spanning-tree vlan 200 bridge brief
                                      Hello Max  Fwd
Vlan                   Bridge ID      Time  Age Delay  Protocol
---------------- -------------------- ---- ---- -----  --------
VLAN200          49152 0050.3e8d.64c8    2   36    15  ieee
Switch#

VLAN の転送遅延時間の設定

（注） 転送遅延時間を設定する場合は、注意が必要です。転送遅延時間を変更するには、通常の場合、

spanning-tree vlan vlan_ID root primary コマンドおよび spanning-tree vlan vlan_ID root secondary 
コマンドの使用を推奨します。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch(config)# [no] spanning-tree vlan vlan_ID 
max-age max_age 

VLAN の 大エージング タイムを設定します。

max_age 値は、6 ～ 40 秒の範囲で指定します。

デフォルトの設定に戻すには、no キーワードを使用し

ます。

ステップ 2 Switch(config)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 3 Switch# show spanning-tree vlan vlan_ID bridge 
[brief] 

設定を確認します。
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VLAN のスパニングツリー転送遅延時間を設定するには、次の作業を行います。

次に、VLAN 200 の転送遅延時間を 21 秒に設定する例を示します。

Switch# configure terminal 
Switch(config)# spanning-tree vlan 200 forward-time 21 
Switch(config)# end 
Switch#

次に、設定を確認する例を示します。

Switch# show spanning-tree vlan 200 bridge brief
                                      Hello Max  Fwd
Vlan                   Bridge ID      Time  Age Delay  Protocol
---------------- -------------------- ---- ---- -----  --------
VLAN200          49152 0050.3e8d.64c8    2   20    21  ieee
Switch#

次に、ブリッジのスパニングツリー情報を表示する例を示します。

Switch# show spanning-tree bridge

                                                   Hello  Max  Fwd
Vlan                         Bridge ID              Time  Age  Dly  Protocol
---------------- --------------------------------- -----  ---  ---  --------
VLAN200               49152 0050.3e8d.64c8           2    20   15  ieee        
VLAN202               49152 0050.3e8d.64c9           2    20   15  ieee        
VLAN203               49152 0050.3e8d.64ca           2    20   15  ieee        
VLAN204               49152 0050.3e8d.64cb           2    20   15  ieee        
VLAN205               49152 0050.3e8d.64cc           2    20   15  ieee        
VLAN206               49152 0050.3e8d.64cd           2    20   15  ieee        
Switch# 

STP のディセーブル化

VLAN 単位でスパニングツリーをディセーブルにするには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch(config)# [no] spanning-tree vlan vlan_ID 
forward-time forward_time 

VLAN の転送時間を設定します。forward_time 値は、4 
～ 30 秒の範囲で指定します。

デフォルトの設定に戻すには、no キーワードを使用し

ます。

ステップ 2 Switch(config)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 3 Switch# show spanning-tree vlan vlan_ID bridge 
[brief]

設定を確認します。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch(config)# no spanning-tree vlan vlan_ID VLAN 単位でスパニングツリーをディセーブルにし

ます。

ステップ 2 Switch(config)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 3 Switch# show spanning-tree vlan vlan_ID スパニングツリーがディセーブルになっていること

を確認します。
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次に、VLAN 200 上でスパニングツリーをディセーブルにする例を示します。

Switch# configure terminal 
Switch(config)# no spanning-tree vlan 200 
Switch(config)# end 
Switch#

次に、設定を確認する例を示します。

Switch# show spanning-tree vlan 200 
Spanning tree instance for VLAN 200 does not exist.
Switch#

PVRST+ のイネーブル化

PVRST+ は、既存の PVST+ フレームワークを設定および他の機能との相互作用に使用しています。ま

た、PVST+ 拡張機能の一部もサポートします。

PVRST+ を設定するには、次の作業を行います。

次に、ラピッド PVST+ を設定する例を示します。

Switch# config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)# spanning-tree mode rapid-pvst
Switch(config)# int fa 6/4
Switch(config-if)# spanning-tree link-type point-to-point 
Switch(config-if)# end
Switch(config)# end
Switch#
23:55:32:%SYS-5-CONFIG_I:Configured from console by console    
Switch# clear spanning-tree detected-protocols

次に、設定を確認する例を示します。

Switch# show spanning-tree summary totals 
Switch is in rapid-pvst mode
Root bridge for:VLAN0001
Extended system ID           is disabled
Portfast Default             is disabled
PortFast BPDU Guard Default  is disabled
Portfast BPDU Filter Default is disabled
Loopguard Default            is disabled

コマンド 目的

ステップ 1 Switch(config)# [no] spantree mode rapid-pvst ラピッド PVST+ をイネーブルにします。

ステップ 2 Switch(config)# interface interface/port インターフェイス コンフィギュレーション モードに切

り替えます。

ステップ 3 Switch(config)# 
spanning-tree link-type point-to-point 

ポートのリンク タイプをポイントツーポイント モード

に設定します。

ステップ 4 Switch(config-if)# exit インターフェイス モードを終了します。

ステップ 5 Switch(config)# exit コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 6 Switch(config-if)# clear spantree 
detected-protocols mod/port

ポート上のすべてのレガシー ブリッジを検出します。

ステップ 7 Switch# show spanning-tree summary totals ラピッド PVST+ 設定を確認します。
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EtherChannel misconfig guard is enabled
UplinkFast                   is disabled
BackboneFast                 is disabled
Pathcost method used         is short
Name                   Blocking Listening Learning Forwarding STP Active
---------------------- -------- --------- -------- ---------- ----------
1 vlan                       0         0        0          2          2
Switch#

リンク タイプの設定

ラピッドの接続性は、ポイントツーポイント リンク上でのみ確立されます。スパニングツリーはポイ

ントツーポイント リンクを、スパニングツリー アルゴリズムを実行する 2 つのスイッチだけを接続す

るセグメントとして見なします。スイッチは、すべての全二重リンクをポイントツーポイント リンク

として見なし、半二重リンクを共有リンクと見なすため、明示的なリンク タイプの設定を回避できま

す。特定のリンク タイプを設定するには、spanning-tree linktype コマンドを使用します。

プロトコル移行の再開

マルチ スパニングツリー プロトコル（MSTP）および RSTP の両方が稼働するスイッチは、組み込み

型のプロトコル移行プロセスをサポートし、レガシー 802.1D スイッチとの相互運用が可能となりま

す。このスイッチがレガシー 802.1D 設定 BPDU（プロトコルのバージョンが 0 に設定されている 
BPDU）を受信した場合は、そのポート上で 802.1D BPDU だけを送信します。MSTP スイッチがレガ

シー BPDU を受信する場合、次の事項も検出します。

• ポートがリージョンの境界にある

• 異なるリージョンに関連付けられた MST BPDU（バージョン 3）

• RST BPDU（バージョン 2）。

ただし、スイッチは、802.1D BPDU を受信しなくなった場合であっても、自動的に MSTP モードには

戻りません。これは、レガシー スイッチが指定スイッチでなければ、リンクから削除されたかどうか

を判別できないためです。さらにスイッチは、接続先スイッチがリージョンに加入した場合であって

も、ポートに対して引き続き、境界の役割を割り当てる可能性もあります。

スイッチ全体でプロトコル移行プロセスを再開する（強制的にネイバー スイッチと再度ネゴシエート

させる）には、特権 EXEC モードで clear spanning-tree detected-protocols コマンドを使用します。

特定のインターフェイスでプロトコル移行プロセスを再開するには、interface-id 特権 EXEC モードで  
clear spanning-tree detected-protocols interface コマンドを入力します。

概要MST
ここでは、Catalyst 4000 ファミリ スイッチにおける MST の機能について説明します。

• 「IEEE 802.1s MST」（P.20-23）

• 「IEEE 802.1w RSTP」（P.20-24）

• 「MST/SST 間のインターオペラビリティ」（P.20-25）

• 「CST」（P.20-26）

• 「MSTI」（P.20-27）
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• 「MST のコンフィギュレーション パラメータ」（P.20-27）

• 「MST リージョン」（P.20-27）

• 「メッセージ エージおよびホップ カウント」（P.20-29）

• 「MST/PVST+ 間のインターオペラビリティ」（P.20-29）

IEEE 802.1s MST

MST は、IEEE 802.1w ラピッド スパニングツリー（RST）アルゴリズムを複数のスパニングツリーに

拡張します。この拡張によって、VLAN 環境で高速コンバージェンスとロードバランシングの両方を

実現できます。MST は Per VLAN スパニングツリー プラス（PVST+）よりもコンバージェンスが速

く、802.1D スパニングツリー プロトコル（STP）、802.1w（ラピッド スパニングツリー プロトコル

（RSTP））、およびシスコ PVST+ アーキテクチャに対して下位互換性があります。

MST を使用すると、トランクを介して複数のスパニングツリーを構築できます。VLAN をグループと

してまとめ、スパニングツリー インスタンスに対応付けることができます。各インスタンスに、他の

スパニングツリー インスタンスに依存しないトポロジを与えることができます。このアーキテクチャ

によって、データ トラフィックに複数の転送パスが与えられ、ロードバランシングが可能になります。

あるインスタンス（転送パス）で障害が発生しても、他のインスタンスに影響を与えないので、ネット

ワークの耐障害性が向上します。

大規模なネットワークで、ネットワーク管理が容易になり、ネットワークのさまざまな部分にさまざま

な VLAN を配置し、スパニングツリー インスタンスを割り当てることによって、冗長パスを使用でき

ます。スパニングツリー インスタンスが存在できるのは、矛盾しない VLAN インスタンスが割り当て

られているブリッジに限られます。1 組のブリッジを同じ MST 設定情報を使用して設定する必要があ

ります。この結果、特定のスパニングツリー インスタンス セットに参加させることができます。同じ 
MST コンフィギュレーションが与えられて相互接続されたブリッジは、MST リージョンといいます。

MST は修正済みの RSTP、MSTP を使用します。MST には次のような特徴があります。

• MST はインターナル スパニングツリー（IST）という形式のスパニングツリーを実行します。IST 
は、MST リージョンに関する内部情報によって共通スパニングツリー（CST）情報を補います。

MST リージョンは、隣接するシングル スパニングツリー（SST）および MST リージョンで、単

一ブリッジとして認識されます。

• MST が稼働しているブリッジは、次のように、SST ブリッジとのインターオペラビリティを確保

します。

– MST ブリッジは IST を実行し、MST リージョンに関する内部情報によって、CST 情報を補

います。

– IST はリージョン内のすべての MST ブリッジを結合するので、そのブリッジ ドメイン全体が

含まれる CST では、1 つのサブツリーとして認識されます。MST リージョンは、SST ブリッ

ジおよび MST リージョンに隣接する仮想ブリッジとして認識されます。

– 共通およびインターナル スパニングツリー（CIST）は、各 MST リージョンの IST、MST 
リージョンと相互接続する CST、および SST ブリッジの要素の集まりです。CIST は MST 
リージョン内部の IST、および MST リージョン外部の CST と同一です。STP、RSTP、およ

び MSTP は合同で、1 つのブリッジを CIST のルートとして選定します。

• MST は各 MST リージョン内で、追加のスパニングツリーを確立して維持します。これらのスパ

ニングツリーを MST Instance（MSTI）といいます。IST の番号は 0、MSTI の番号は 1、2、3
（以下同様）になります。MSTI は MST リージョンに対してローカルで、MST リージョンが相互

接続されている場合でも、他のリージョンの MSTI とは無関係です。

MSTI は次のように、MST リージョン境界で IST と結合し、CST になります。

– MSTI のスパニングツリー情報が MSTP レコード（M レコード）に格納されます。
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M レコードは常に、MST BPDU 内でカプセル化されます。MSTP で計算されたオリジナルの

スパニングツリーは、MST リージョン内でだけアクティブとなり、M ツリーと呼ばれます。

M ツリーは MST リージョン境界で IST と組み合わされ、CST を形成します。

• MST は、非 CST VLAN 用の PVST+ BPDU を生成し、PVST+ とのインターオペラビリティを維

持します。

• MST は次のように、MSTP の PVST+ 拡張機能の一部をサポートします。

– UplinkFast および BackboneFast は、MST モードで使用できません。これらは RSTP に組み

込まれています。

– PortFast はサポートされています。

– BPDU フィルタおよび BPDU ガードは、MST モードでサポートされています。

– ループ ガードおよびルート ガードは MST でサポートされています。MST は、BPDU が引き

続き VLAN 1 で送信される点を除き、VLAN 1 でディセーブルの機能をそのままの状態で維

持します。

– MST スイッチは、MAC 縮小がイネーブルの場合と同様に動作します。

– Private VLAN（PVLAN）の場合、セカンダリ VLAN をプライマリと同じインスタンスに

マッピングする必要があります。

IEEE 802.1w RSTP

802.1w で規定されている RSTP は、802.1D で規定された STP に代わるものですが、STP との互換性

は維持されています。RSTP は、MST 機能とともに設定します。詳細については、「MST の設定」

（P.20-30）を参照してください。 

MST は RSTP が提供する構造上で動作し、物理トポロジまたは設定パラメータが変更されたときに

ネットワークのアクティブなトポロジを再設定する時間を短縮します。RSTP は、スパニングツリーに

接続されたアクティブ トポロジのルートとしてスイッチを 1 つ選択し、スイッチの個々のポートに、

そのポートがアクティブ トポロジに含まれるかどうかに応じて、ポートの役割を割り当てます。

RSTP はスイッチ、スイッチ ポート、または LAN 障害の発生後に、短時間で接続できるようにしま

す。新しいルート ポートとブリッジの反対側の指定ポートが、両者間の明示的ハンドシェイクによっ

てフォワーディング ステートに移行します。RSTP を使用すると、スイッチの再初期化時にポートが

直接フォワーディング ステートに移行できるように、スイッチ ポートを設定できます。

RSTP は、802.1D ブリッジに対して次のような下位互換性があります。

• RSTP はポート単位で、802.1D で設定された BPDU および Topology Change Notification（TCN; 
トポロジ変更通知）BPDU を選択して送信します。

• ポートの初期化時に、移行遅延タイマーが開始され、RSTP BPDU が送信されます。移行遅延タイ

マーがアクティブな間、ブリッジはそのポートで受信したすべての BPDU を処理します。

• ポートの移行遅延タイマーが満了したあとで、ブリッジが 802.1D BPDU を受信した場合、ブリッ

ジはそれが 802.1D ブリッジに接続されていると見なして、802.1D BPDU だけを使用するように

なります。

• RSTP がポート上で 802.1D BPDU を使用していて、移行遅延タイマーの満了後に RSTP BPDU を
受信した場合、RSTP によって移行遅延タイマーが再起動され、そのポート上で RSTP BPDU の使

用が開始されます。

RSTP のポートの役割

RSTP では、ポートの役割は次のように定義されます。
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• ルート：スパニングツリー トポロジ用に選択された転送ポート。

• 指定：すべてのスイッチド LAN セグメント用に選択された転送ポート。

• 代替：現在のルート ポートによって提供されるルート ブリッジへの代替パス。

• バックアップ：スパニングツリーのリーフ近くで、指定ポートによって提供されるパスのバック

アップ。バックアップ ポートが存在できるのは、2 つのポートがループバック モードで、または

共有 LAN セグメントに対して複数の接続を持つブリッジで結合されている場合だけです。

• ディセーブル：スパニングツリーの動作において役割を持たないポート。

ポートの役割は次のように割り当てられます。

• ルート ポートまたは指定ポートの役割の場合、ポートはアクティブ トポロジに含まれます。

• 代替ポートまたはバックアップ ポートの役割の場合、ポートはアクティブ トポロジから除外され

ます。

RSTP ポート ステート

ポート ステートは、フォワーディングおよびラーニング プロセスを制御し、廃棄、ラーニング、およ

びフォワーディングの値を提供します。表 20-5 に、STP ポート ステートと RSTP ポート ステートを

示します。

RSTP は安定したトポロジで、すべてのルート ポートおよび指定ポートがフォワーディング ステート

に移行し、すべての代替ポートおよびバックアップ ポートが必ず廃棄ステートになるようにします。

MST/SST 間のインターオペラビリティ

仮想ブリッジで結ばれた LAN には、SST ブリッジおよび MST ブリッジから構成される相互接続され

たリージョンが含まれる場合があります。図 20-2 に、この関係を示します。

表 20-5 STP ポート ステートおよび RSTP ポート ステートの比較

動作ステータス

STP ポート ス
テート

RSTP ポート ス
テート

アクティブ トポロジにポートが含ま

れるかどうか

イネーブル ブロッキング1

1. IEEE 802.1D のポート ステート指定

廃棄2

2. IEEE 802.1w のポート ステート指定。廃棄は、MST ではブロッキングと同じです。

No

イネーブル リスニング 廃棄 No

イネーブル ラーニング ラーニング Yes

イネーブル フォワーディン

グ

フォワーディン

グ

Yes

ディセーブル ディセーブル 廃棄 No
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図 20-2 SST および MST リージョンが相互接続されているネットワーク

SST リージョンで稼働している STP において、MST リージョンは次のように動作する単一 SST また

は疑似ブリッジとして認識されます。

• すべての疑似ブリッジにおいて、BPDU のルート ID とルート パス コストの値は一致しますが、

疑似ブリッジは単一の SST ブリッジと次の点が異なります。

– 疑似ブリッジの BPDU には、異なるブリッジ ID が与えられます。ルート ID とルート コスト

が同じなので、この相違がネイバー SST リージョンの STP 動作に影響を与えることはありま

せん。

– 疑似ブリッジ ポートから送信された BPDU では、メッセージ有効期間が多少異なることがあ

ります。メッセージ エージはホップごとに 1 秒ずつ増えるので、メッセージ エージの相違は

秒単位で測定されます。

• 疑似ブリッジのあるポート（リージョン エッジにあるポート）から別のポートへのデータ トラ

フィックは、疑似ブリッジまたは MST リージョンに完全に含まれるパスをたどります。異なる 
VLAN に属するデータ トラフィックは、MST によって確立された MST リージョン内で異なるパ

スをたどる場合があります。

• システムは次のいずれかの方法でループの発生を防ぎます。

– 境界上のフォワーディング ポートを 1 つ許可し、他のすべてのポートをブロックして、該当す

る疑似ブリッジ ポートをブロックします。

– CST パーティションを設定して、SST リージョンのポートをブロックします。

CST

CST（802.1Q）は、すべての VLAN に対応する単一のスパニングツリーです。PVST+ が稼働してい

る Catalyst 4500 シリーズ スイッチでは、VLAN 1 スパニングツリーが CST に対応します。MST が稼

働している Catalyst 4500 シリーズ スイッチでは、IST（インスタンス 0）が CST に対応します。
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MSTI

インスタンス 0 も含めて、65 個のインスタンスがサポートされます。各スパニングツリー インスタン

スが、0 ～ 4094 の範囲内のインスタンス ID により識別されます。インスタンス 0 は必須で、常に存在

します。その他のインスタンスは、任意です。

MST のコンフィギュレーション パラメータ

MST コンフィギュレーションは、次の 3 つからなります。

• 名前：MST リージョンを特定する 32 文字のストリング（ヌルの埋め込みあり）。

• リビジョン番号：現在の MST コンフィギュレーションのリビジョンを表す、符号なし 16 ビット

数。

（注） MST 設定の一部として必要な場合、リビジョン番号を設定する必要があります。リビジョ

ン番号は、MST コンフィギュレーションを実行するたびに、自動的に増えるわけではあり

ません。

• MST コンフィギュレーション テーブル：4096 バイトの配列。各バイトは、符号なし整数として解

釈され、VLAN に対応します。値は、VLAN を対応付けるインスタンス番号です。VLAN 0 に対

応する先頭バイト、および VLAN 4095 に対応する 4096 番めのバイトは使用しません。常に 0 に
設定します。

各バイトを手動で設定する必要があります。SNMP または CLI を使用してコンフィギュレーションを

実行します。

MST BPDU には、MST コンフィギュレーション ID およびチェックサムが入ります。MST ブリッジ

は、MST BPDU のコンフィギュレーション ID およびチェックサムが自身の MST リージョンのコン

フィギュレーション ID およびチェックサムと一致した場合に限り、MST BPDU を受け入れます。い

ずれかの値が異なる場合、その MST BPDU は SST BPDU と見なされます。

MST リージョン

ここでは、MST リージョンについて説明します。

• 「MST リージョンの概要」（P.20-27）

• 「境界ポート」（P.20-28）

• 「IST マスター」（P.20-28）

• 「エッジ ポート」（P.20-28）

• 「リンク タイプ」（P.20-29）

MST リージョンの概要

同じ MST コンフィギュレーションが与えられて相互接続されたブリッジは、MST リージョンといい

ます。ネットワークで使用できる MST リージョンの数に制限はありません。
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MST リージョンを形成する場合、使用できるブリッジは次のどちらかです。

• MST リージョンの唯一のメンバである MST ブリッジ。

• LAN によって相互接続された MST ブリッジ。LAN の指定ブリッジの MST コンフィギュレー

ションは、MST ブリッジと同じです。LAN 上のすべてのブリッジが MST BPDU を処理します。

MST コンフィギュレーションが異なる 2 つの MST リージョンを接続した場合、MST リージョンは次

のように動作します。

• ネットワークの冗長パス間でロードバランシングを図ります。2 つの MST リージョンが冗長接続

されている場合、すべてのトラフィックは MST リージョンとの単一接続を使用して、ネットワー

ク上を流れます。

• RSTP ハンドシェイクによって、リージョン間の高速接続を可能にします。ただし、このハンド

シェイクは 2 つのブリッジ間の場合ほど高速ではありません。ループを防止するためには、リー

ジョン内のすべてのブリッジが他のリージョンとの接続時に合意している必要があります。この状

況によって遅延が生じるため、 ネットワークを多数のリージョンに分割することは推奨できませ

ん。

境界ポート

境界ポートは LAN に接続するポートで、その指定ブリッジは SST ブリッジまたは異なる MST コン

フィギュレーションのブリッジのどちらかです。指定ポートは、STP ブリッジを検出した場合、また

はコンフィギュレーションの異なる RST/MST ブリッジから同意メッセージを受信した場合、境界上に

あることを認識します。

境界では、MST ポートの役割に関係なく、ポート ステートが強制的に IST ポート ステートと同じにな

ります。ポートに境界フラグが設定されている場合、MST ポート ロール選択メカニズムによって、境

界にポートの役割が割り当てられ、IST ポートと同じステートが設定されます。境界にある IST ポート

では、バックアップ ポートのロール以外のすべてのポートのロールを引き継ぐことができます。

IST マスター

MST リージョンの IST マスターは 小ブリッジ ID を持ち、CST ルートに対するパス コストが 小の

ブリッジです。MST ブリッジが CST のルート ブリッジになっている場合は、それがその MST リー

ジョンの IST マスターです。CST ルートが MST リージョン外にある場合は、境界上の MST ブリッジ

の 1 つが IST マスターとして選択されます。同じリージョンに属する境界上の他のブリッジは、ルー

トに接続する境界ポートを 終的にブロックします。

リージョン境界の複数のブリッジで、ルートへのパスがまったく同じ場合、わずかに小さいブリッジ 
プライオリティを設定することで、特定のブリッジを IST マスターにすることができます。

リージョン内でのルート パス コストおよびメッセージ エージは一定のままですが、ホップごとに IST 
パス コストは増加し、IST 残りホップ カウントは減少します。show spanning-tree mst コマンドを入

力すると、IST マスター、パス コスト、ブリッジの残りホップ カウントに関する情報が表示されます。

エッジ ポート

非ブリッジング デバイス（ホスト、スイッチなど）に接続するポートが、エッジ ポートです。ハブに

接続するポートも、ハブまたはハブによって接続された LAN にブリッジがない場合、エッジ ポートで

す。エッジ ポートは、リンクがアップになると同時に転送を開始します。
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MST では各ポートをホストに接続する設定が必要です。障害発生後に高速で接続を確立するには、中

間ブリッジの非エッジ指定ポートをブロックする必要があります。ポートが同意メッセージを送り返す

ことができる別のブリッジに接続した場合、そのポートはただちに転送を開始します。それ以外の場

合、ポートが再び転送を開始するまでに、転送遅延時間の 2 倍の時間がかかります。ホストおよびス

イッチに接続されたポートを MST 使用時のエッジ ポートとして、明示的に設定する必要があります。

誤って設定されることがないように、ポートが BPDU を受信すると、PortFast 動作がオフになります。

show spanning-tree mst interface コマンドを使用すると、PortFast の設定および動作ステータスを表

示できます。

リンク タイプ

ラピッドの接続性は、ポイントツーポイント リンク上でのみ確立されます。ホストまたはスイッチに

対して、ポートを明示的に設定する必要があります。ただし、ほとんどのネットワークのケーブル接続

はこの要件を満たしています。ポイントツーポイント リンクとして、すべての全二重リンクを処理す

るように spanning-tree linktype コマンドを入力することにより、明示的な設定を回避できます。

メッセージ エージおよびホップ カウント

IST および MSTI は、BPDU のメッセージ有効期間および 大エージング タイマーの設定値を使用し

ません。IST および MST は、IP Time to Live（TTL; 存続可能時間）メカニズムにきわめて類似した別

個のホップ カウント メカニズムを使用します。 大ホップ カウントを指定して、各 MST ブリッジを

設定できます。インスタンスのルート ブリッジは、 大ホップ カウントと同じ残りホップ カウントを

指定して、BPDU（または M レコード）を送信します。BPDU（または M レコード）を受信したブ

リッジは、受信した残りのホップ カウントを 1 だけ減らします。この結果、カウントが 0 になった場

合、ブリッジはこの BPDU（または M レコード）を廃棄し、ポートのために保持していた情報を期限

切れにします。非ルート ブリッジは、生成した BPDU（または M レコード）で、減らされたカウント

を残りのホップ カウントとして伝播します。

BPDU の RST 部分に指定されているメッセージ エージおよび 大エージング タイマーの設定値は、

リージョン内では常に同じです。境界上にあるリージョンの指定ポートによって、同じ値が伝達されま

す。

MST/PVST+ 間のインターオペラビリティ

（同一リージョン内の）MST スイッチが PVST+ スイッチと対話するように設定する場合、次の注意事

項に留意してください。

• MST リージョン内のすべての VLAN に対するルートを設定します。次の例を参照してください。

Switch# show spanning-tree mst interface gigabitethernet 1/1

GigabitEthernet1/1 of MST00 is root forwarding 
Edge port: no             (trunk)          port guard : none        (default)
Link type: point-to-point (auto)           bpdu filter: disable     (default)
Boundary : boundary       (PVST)           bpdu guard : disable     (default)
Bpdus sent 10, received 310

Instance Role Sts Cost      Prio.Nbr Vlans mapped
-------- ---- --- --------- -------- -------------------------------
0        Root FWD 20000     128.1    1-2,4-2999,4000-4094
3        Boun FWD 20000     128.1    3,3000-3999
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MST 設定時の注意事項および制約事項

MST スイッチに属する境界ポートは、PVST+ をシミュレートし、すべての VLAN に PVST+ 
BPDU を送信します。

PVST+ スイッチ上でループ ガードをイネーブルにすると、MST スイッチの設定が変更されたと

きに、ポートが loop-inconsistent ステートに変化する可能性があります。loop-inconsistent ステー

トを修正するには、その PVST+ スイッチでループ ガードをディセーブルにし、再びイネーブルに

する必要があります。

• MST スイッチの PVST+ サイド内にある VLAN の一部またはすべてに対して、ルートを配置しな

いでください。境界の MST スイッチが指定ポート上の VLAN のすべてまたは一部に対する 
PVST+ BPDU を受信すると、ルート ガードによってそのポートがブロッキング ステートになりま

す。

PVST+ スイッチを 2 つの異なる MST リージョンに接続すると、PVST+ スイッチからのトポロジ変更

が 初の MST リージョンから先へ伝達されません。この場合、トポロジ変更は VLAN がマッピング

されているインスタンスで伝播されるだけです。トポロジ変更は 初の MST リージョンに対してロー

カルのままで、その他のリージョンの Cisco Access Manager（CAM）エントリはフラッシュされませ

ん。他の MST リージョンにもトポロジ変更が認識されるようにするには、IST に VLAN をマッピング

するか、またはアクセス リンクを介して 2 つのリージョンに PVST+ スイッチを接続します。

MST 設定時の注意事項および制約事項
設定時に問題が起こらないようにするため、次の制約事項と注意事項に従ってください。

• すべての PVST ブリッジのすべての VLAN でスパニングツリーをディセーブルにしないでくださ

い。

• CST のルートとして PVST ブリッジを使用しないでください。

• アクセス リンクでスイッチを接続しないでください。アクセス リンクは VLAN を分割する可能性

があります。

• すべての PVST ルート ブリッジに、CST ルート ブリッジより低い（数値の大きい）プライオリ

ティを設定してください。

• トランクがインスタンスにマッピングされたすべての VLAN を伝送するようにしてください。そ

のインスタンスに対応する VLAN は絶対に伝送しないでください。

• 既存または新規の論理 VLAN ポートが多数関係する MST コンフィギュレーションは、メンテナ

ンス ウィンドウで完了する必要があります。変更が追加（インスタンスへの新規 VLAN の追加、

インスタンス間での VLAN の移動など）されるたびに、MST データベース全体が再初期化される

ためです。

MST の設定
ここでは、MST の設定手順について説明します。

• 「MST のイネーブル化」（P.20-31）

• 「MSTI パラメータの設定」（P.20-32）

• 「MSTI ポート パラメータの設定」（P.20-33）

• 「プロトコル移行の再開」（P.20-34）

• 「MST コンフィギュレーションの表示」（P.20-34）
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MST の設定

MST のイネーブル化

Catalyst 4500 上で MST をイネーブルにして設定するには、次の作業を行います。

次に、MST をイネーブルにする例を示します。

Switch# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)# spanning-tree mode mst

Switch(config)# spanning-tree mst configuration

Switch(config-mst)# show current
Current MST configuration
Name      []
Revision  0
Instance  Vlans mapped
--------  ---------------------------------------------------------------------
0         1-4094
-------------------------------------------------------------------------------
Switch(config-mst)# name cisco
Switch(config-mst)# revision 2
Switch(config-mst)# instance 1 vlan 1
Switch(config-mst)# instance 2 vlan 1-1000
Switch(config-mst)# show pending
Pending MST configuration
Name      [cisco]
Revision  2
Instance  Vlans mapped
--------  ---------------------------------------------------------------------

コマンド 目的

ステップ 1 Switch(config)# spanning-tree mode mst MST モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# spanning-tree mst configuration MST コンフィギュレーション サブモードを開始します。

MST コンフィギュレーションをクリアする場合は、no 
キーワードを使用します。

ステップ 3 Switch(config-mst)# show current 現在の MST コンフィギュレーションを表示します。

ステップ 4 Switch(config-mst)# name name MST リージョン名を設定します。

ステップ 5 Switch(config-mst)# revision revision_number MST コンフィギュレーションのリビジョン番号を設定

します。

ステップ 6 Switch(config-mst)# instance instance_number vlan 
vlan_range

VLAN を MSTI にマッピングします。

vlan キーワードを指定しなかった場合は、MSTI にマッ

プされたすべての VLAN をマップ解除するために no 
キーワードを使用します。

vlan キーワードを指定した場合は、MSTI から指定され

た VLAN をマップ解除するために no キーワードを使用

します。

ステップ 7 Switch(config-mst)# show pending 適用する新しい MST コンフィギュレーションを表示し

ます。

ステップ 8 Switch(config-mst)# end 設定を適用し、MST コンフィギュレーション サブモー

ドを終了します。

ステップ 9 Switch# show spanning-tree mst configuration 現在の MST コンフィギュレーションを表示します。
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0         1001-4094
2         1-1000
-------------------------------------------------------------------------------
Switch(config-mst)# no instance 2
Switch(config-mst)# show pending
Pending MST configuration
Name      [cisco]
Revision  2
Instance  Vlans mapped
--------  ---------------------------------------------------------------------
0         1-4094
-------------------------------------------------------------------------------
Switch(config-mst)# instance 1 vlan 2000-3000
Switch(config-mst)# no instance 1 vlan 1500
Switch(config-mst)# show pending
Pending MST configuration
Name      [cisco]
Revision  2
Instance  Vlans mapped
--------  ---------------------------------------------------------------------
0         1-1999,2500,3001-4094
1         2000-2499,2501-3000
-------------------------------------------------------------------------------
Switch(config-mst)# end
Switch(config)# no spanning-tree mst configuration
Switch(config)# end
Switch# show spanning-tree mst configuration
Name      []
Revision  0
Instance  Vlans mapped
--------  ---------------------------------------------------------------------
0         1-4094
-------------------------------------------------------------------------------

MSTI パラメータの設定

MSTI パラメータを設定するには、次の作業を行います。

次に、MSTI パラメータの設定例を示します。

Switch(config)# spanning-tree mst 1 priority ?
 <0-61440>  bridge priority in increments of 4096

Switch(config)# spanning-tree mst 1 priority 1
% Bridge Priority must be in increments of 4096.
% Allowed values are:
  0     4096  8192  12288 16384 20480 24576 28672
  32768 36864 40960 45056 49152 53248 57344 61440

Switch(config)# spanning-tree mst 1 priority 49152
Switch(config)#

コマンド 目的

ステップ 1 Switch(config)# spanning-tree mst X priority Y MSTI のプライオリティを設定します。

ステップ 2 Switch(config)# spanning-tree mst X root [primary | 
secondary] 

MSTI のルートとしてブリッジを設定します。

ステップ 3 Switch(config)# Ctrl-Z コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 4 Switch# show spanning-tree mst 設定を確認します。



20-33
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-25340-01-J

第 20 章      STP および MST の設定

MST の設定

Switch(config)# spanning-tree mst 0 root primary 
 mst 0 bridge priority set to 24576
 mst bridge max aging time unchanged at 20
 mst bridge hello time unchanged at 2
 mst bridge forward delay unchanged at 15
Switch(config)# ^Z
Switch#

Switch# show spanning-tree mst 

###### MST00        vlans mapped:  11-4094
Bridge      address 00d0.00b8.1400  priority  24576 (24576 sysid 0)
Root        this switch for CST and IST
Configured  hello time 2, forward delay 15, max age 20, max hops 20

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Status
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa4/4            Back BLK 1000      240.196  P2p 
Fa4/5            Desg FWD 200000    128.197  P2p 
Fa4/48           Desg FWD 200000    128.240  P2p Bound(STP) 

###### MST01        vlans mapped:  1-10
Bridge      address 00d0.00b8.1400  priority  49153 (49152 sysid 1)
Root        this switch for MST01

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Status
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa4/4            Back BLK 1000      160.196  P2p 
Fa4/5            Desg FWD 200000    128.197  P2p 
Fa4/48           Boun FWD 200000    128.240  P2p Bound(STP) 

Switch#

MSTI ポート パラメータの設定

MSTI ポート パラメータを設定するには、次の作業を行います。

次に、MSTI ポート パラメータの設定例を示します。

Switch(config)# interface fastethernet 4/4
Switch(config-if)# spanning-tree mst 1 ?
  cost           Change the interface spanning tree path cost for an instance
  port-priority  Change the spanning tree port priority for an instance

Switch(config-if)# spanning-tree mst 1 cost 1234567

Switch(config-if)# spanning-tree mst 1 port-priority 240
Switch(config-if)# ^Z

コマンド 目的

ステップ 1 Switch(config-if)# spanning-tree mst x cost y MSTI ポート コストを設定します。

ステップ 2 Switch(config-if)# spanning-tree mst x port-priority y MSTI ポート プライオリティを設定します。

ステップ 3 Switch(config-if)# Ctrl-Z コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 4 Switch# show spanning-tree mst x interface y 設定を確認します。
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Switch# show spanning-tree mst 1 interface fastethernet 4/4

FastEthernet4/4 of MST01 is backup blocking 
Edge port:no             (default)        port guard :none        (default)
Link type:point-to-point (auto)           bpdu filter:disable     (default)
Boundary :internal                        bpdu guard :disable     (default)
Bpdus (MRecords) sent 125, received 1782

Instance Role Sts Cost      Prio.Nbr Vlans mapped
-------- ---- --- --------- -------- -------------------------------
1        Back BLK 1234567   240.196  1-10

Switch#

プロトコル移行の再開

RSTP と MST には、他のリージョンまたは別のバージョンの IEEE スパニングツリーと正しく対話す

るための互換メカニズムが組み込まれています。たとえば、レガシー ブリッジに接続された RSTP ブ
リッジは、ポートのいずれかで 802.1D BPDU を送信します。同様に、MST ブリッジがレガシー 
BPDU または別のリージョンの MST BPDU を受信する場合は、ポートがリージョンの境界にあるかど

うかを検出します。

しかし、このようなメカニズムは効率的なモードへの復帰を妨げます。たとえば、レガシー 802.1D に
指定された RSTP ブリッジは、レガシー ブリッジがリンクから取り外された後も 802.1D モードのまま

になります。同様に、MST ポートは接続しているブリッジが同じリージョンに加入したあとも、自身

を境界ポートと見なします。Catalyst 4500 シリーズ スイッチに強制的にネイバー スイッチと再ネゴシ

エーションさせる場合（プロトコル移行を再開する場合）、次のように clear spanning-tree 
detected-protocols コマンドを使用します。

Switch# clear spanning-tree detected-protocols fastethernet 4/4
Switch#

MST コンフィギュレーションの表示

MST のコンフィギュレーションを表示するには、次の作業を行います。

次に、MST モードのスパニングツリー VLAN コンフィギュレーションを表示する例を示します。

Switch(config)# spanning-tree mst configuration 
Switch(config-mst)# instance 1 vlan 1-10
Switch(config-mst)# name cisco
Switch(config-mst)# revision 1
Switch(config-mst)# Ctrl-D

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# show spanning-tree mst configuration アクティブなリージョンの設定情報を表示します。

ステップ 2 Switch# show spanning-tree mst [detail] MST プロトコルの詳細情報を表示します。

ステップ 3 Switch# show spanning-tree mst instance-id [detail] 特定の MSTI に関する情報を表示します。

ステップ 4 Switch# show spanning-tree mst interface interface 
[detail]

特定のポートに関する情報を表示します。

ステップ 5 Switch# show spanning-tree mst instance-id 
interface interface [detail]

特定のポートおよび特定のインスタンスに関する 
MST 情報を表示します。

ステップ 6 Switch# show spanning-tree vlan vlan_ID MST モードの VLAN 情報を表示します。
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Switch# show spanning-tree mst configuration 
Name      [cisco]
Revision  1
Instance  Vlans mapped
--------  ---------------------------------------------------------------------
0         11-4094
1         1-10
-------------------------------------------------------------------------------

Switch# show spanning-tree mst 

###### MST00        vlans mapped:  11-4094
Bridge      address 00d0.00b8.1400  priority  32768 (32768 sysid 0)
Root        address 00d0.004a.3c1c  priority  32768 (32768 sysid 0)
            port    Fa4/48          path cost 203100   
IST master  this switch
Operational hello time 2, forward delay 15, max age 20, max hops 20
Configured  hello time 2, forward delay 15, max age 20, max hops 20

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Status
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa4/4            Back BLK 1000      240.196  P2p 
Fa4/5            Desg FWD 200000    128.197  P2p 
Fa4/48           Root FWD 200000    128.240  P2p Bound(STP) 

###### MST01        vlans mapped:  1-10
Bridge      address 00d0.00b8.1400  priority  32769 (32768 sysid 1)
Root        this switch for MST01

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Status
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa4/4            Back BLK 1000      240.196  P2p 
Fa4/5            Desg FWD 200000    128.197  P2p 
Fa4/48           Boun FWD 200000    128.240  P2p Bound(STP) 

Switch# show spanning-tree mst 1

###### MST01        vlans mapped:  1-10
Bridge      address 00d0.00b8.1400  priority  32769 (32768 sysid 1)
Root        this switch for MST01

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Status
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa4/4            Back BLK 1000      240.196  P2p 
Fa4/5            Desg FWD 200000    128.197  P2p 
Fa4/48           Boun FWD 200000    128.240  P2p Bound(STP) 

Switch# show spanning-tree mst interface fastethernet 4/4

FastEthernet4/4 of MST00 is backup blocking 
Edge port:no             (default)        port guard :none        (default)
Link type:point-to-point (auto)           bpdu filter:disable     (default)
Boundary :internal                        bpdu guard :disable     (default)
Bpdus sent 2, received 368

Instance Role Sts Cost      Prio.Nbr Vlans mapped
-------- ---- --- --------- -------- -------------------------------
0        Back BLK 1000      240.196  11-4094
1        Back BLK 1000      240.196  1-10

Switch# show spanning-tree mst 1 interface fastethernet 4/4
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FastEthernet4/4 of MST01 is backup blocking 
Edge port:no             (default)        port guard :none        (default)
Link type:point-to-point (auto)           bpdu filter:disable     (default)
Boundary :internal                        bpdu guard :disable     (default)
Bpdus (MRecords) sent 2, received 364

Instance Role Sts Cost      Prio.Nbr Vlans mapped
-------- ---- --- --------- -------- -------------------------------
1        Back BLK 1000      240.196  1-10

Switch# show spanning-tree mst 1 detail    

###### MST01        vlans mapped:  1-10
Bridge      address 00d0.00b8.1400  priority  32769 (32768 sysid 1)
Root        this switch for MST01

FastEthernet4/4 of MST01 is backup blocking 
Port info             port id        240.196  priority    240  cost        1000
Designated root       address 00d0.00b8.1400  priority  32769  cost           0
Designated bridge     address 00d0.00b8.1400  priority  32769  port id  128.197
Timers:message expires in 5 sec, forward delay 0, forward transitions 0
Bpdus (MRecords) sent 123, received 1188

FastEthernet4/5 of MST01 is designated forwarding 
Port info             port id        128.197  priority    128  cost      200000
Designated root       address 00d0.00b8.1400  priority  32769  cost           0
Designated bridge     address 00d0.00b8.1400  priority  32769  port id  128.197
Timers:message expires in 0 sec, forward delay 0, forward transitions 1
Bpdus (MRecords) sent 1188, received 123

FastEthernet4/48 of MST01 is boundary forwarding 
Port info             port id        128.240  priority    128  cost      200000
Designated root       address 00d0.00b8.1400  priority  32769  cost           0
Designated bridge     address 00d0.00b8.1400  priority  32769  port id  128.240
Timers:message expires in 0 sec, forward delay 0, forward transitions 1
Bpdus (MRecords) sent 78, received 0

Switch# show spanning-tree vlan 10

MST01
  Spanning tree enabled protocol mstp
  Root ID    Priority    32769
             Address     00d0.00b8.1400
             This bridge is the root
             Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32769  (priority 32768 sys-id-ext 1)
             Address     00d0.00b8.1400
             Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Status
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa4/4            Back BLK 1000      240.196  P2p 
Fa4/5            Desg FWD 200000    128.197  P2p 

Switch# show spanning-tree summary 
Root bridge for:MST01
EtherChannel misconfiguration guard is enabled
Extended system ID   is enabled
Portfast             is disabled by default
PortFast BPDU Guard  is disabled by default
Portfast BPDU Filter is disabled by default
Loopguard            is disabled by default
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UplinkFast           is disabled
BackboneFast         is disabled
Pathcost method used is long

Name                   Blocking Listening Learning Forwarding STP Active
---------------------- -------- --------- -------- ---------- ----------
MST00                     1        0         0        2          3      
MST01                     1        0         0        2          3      
---------------------- -------- --------- -------- ---------- ----------
2 msts                    2        0         0        4          6      
Switch#
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Flex Link および MAC アドレス テーブル移
動更新機能の設定

Flex Link は迅速かつ簡易なレイヤ 2 リンク冗長メカニズムを提供します。この章では、Catalyst 4500 
シリーズ スイッチで Flex Link を設定する方法について説明します。また、MAC アドレス テーブル移

動更新（MMU）機能（Flex Links の双方向高速コンバージェンス機能とも呼ばれます）の設定方法も

説明します。

この章の内容は、次のとおりです。

• 「Flex Link の概要」（P.21-1）

• 「Flex Link の設定」（P.21-5）

• 「Flex Link および MAC アドレス テーブル移動更新機能のモニタリング」（P.21-13）

（注） この章で使用するスイッチ コマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL で『Cisco 
Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』と関連資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products//hw/switches/ps4324/index.html

『Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』に掲載されていないコマンドについては、より詳

細な Cisco IOS ライブラリを参照してください。次の URL で『Cisco IOS Command Reference』と関

連資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html

 Flex Link の概要
ここでは、次の情報について説明します。

• 「Flex Link」（P.21-2）

• 「VLAN Flex Link ロード バランシングおよびサポート」（P.21-3）

• 「Flex Link フェールオーバーのアクション」（P.21-3）

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html
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Flex Link

Flex Link は、レイヤ 2 インターフェイス（スイッチ ポートまたはポート チャネル）のペアで、一方の

インターフェイスが他方のインターフェイスのバックアップとして機能するように設定されています。

ユーザは、STP をディセーブルにしても、基本的リンク冗長性を保つことができます。Flex Link は通

常、ユーザがインターフェイス上で STP を実行したくない場合にサービス プロバイダーまたは企業

ネットワークに設定されます。

別のレイヤ 2 インターフェイスを Flex Link またはバックアップ リンクとして割り当てることで、1 つ
のレイヤ 2 インターフェイス（アクティブ リンク）に Flex Link を設定します。リンクの 1 つが稼働し

ていてトラフィックを転送しているときは、もう一方のリンクはスタンバイ モードであり、他方のリ

ンクに障害が発生した場合にトラフィックの転送を開始できるように準備している状態です。どの時点

でも、1 つのインターフェイスだけがフォワーディング ステートであり、トラフィックを転送していま

す。プライマリ リンクに障害が発生した場合は、スタンバイ リンクがトラフィックの転送を開始しま

す。アクティブ リンクは、再度アクティブになったときにスタンバイ モードになるためトラフィック

を転送しません。STP は、Flex Link のインターフェイスでディセーブルです。

図 21-1 では、スイッチ A のポート 1 およびポート 2 がアップリンク スイッチ B およびアップリンク 
スイッチ C に接続されています。これらのスイッチは Flex Link として設定されているので、どちらか

のインターフェイスがトラフィックを転送し、もう一方のインターフェイスはスタンバイ モードにな

ります。ポート 1 がアクティブ リンクである場合、ポート 1 とスイッチ B との間でトラフィックの転

送が開始され、ポート 2（バックアップ リンク）とスイッチ C との間のリンクでは、トラフィックは

転送されません。ポート 1 がシャットダウンした場合はポート 2 がアクティブ化され、スイッチ C へ
のトラフィックの転送を開始します。ポート 1 は、再度アクティブになるとスタンバイ モードになり、

トラフィックを転送しません。ポート 2 がトラフィックの転送を続けます。

また、優先してトラフィックの転送に使用するポートを指定して、プリエンプト メカニズムを設定す

ることもできます。たとえば、図 21-1 では、Flex Link ペアをプリエンプション モードで設定するこ

とにより、ポート 2 より帯域幅の大きいポート 1 が再び動作を開始したあと、ポート 1 がプリエンプ

ション遅延と等しい期間後にトラフィックの転送を開始し、ポート 2 がスタンバイとなります。これを

行うには、switchport backup interface preemption mode bandwidth および switchport backup 
interface preemption delay インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを入力します。

図 21-1 Flex Link の設定例

プライマリ（転送）リンクがシャットダウンした場合、トラップがネットワーク管理ステーションに通

知します。スタンバイ リンクがシャットダウンした場合、トラップがユーザに通知します。

Flex Link はレイヤ 2 ポートおよびポート チャネルだけでサポートされます。Flex Link は無差別トラ

ンクと互換性があります。これは独立 PVLAN トランクではサポートされません。

 A
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VLAN Flex Link ロード バランシングおよびサポート

VLAN Flex Link ロード バランシングは両方のポートが同時に相互に排他的な VLAN のトラフィック

を転送するように Flex Link ペアを設定することができます。たとえば、Flex Link ポートが 1 ～ 100 
の VLAN に対して設定されている場合、 初の 50 の VLAN のトラフィックを 1 つのポートで転送し、

残りの VLAN のトラフィックをもう一方のポートで転送できます。どちらかのポートで障害が発生し

た場合には、もう一方のアクティブ ポートがすべてのトラフィックを転送します。障害ポートが回復

すると、優先する VLAN のトラフィックの転送を再開します。冗長性を提供する以外に、この Flex 
Link のペアはロード バランシングに使用できます。また、Flex Link VLAN ロード バランシングに

よってアップリンク スイッチが制約を受けることはありません（図 21-2）。

図 21-2 VLAN Flex Link ロード バランシングの設定例

（注） スタティック MAC アドレスは特定の VLAN に転送している Flex Link インターフェイスを指してい

る必要があります。たとえばバックアップ インターフェイスが VLAN X を転送している場合、VLAN 
X 内のスタティック MAC アドレスは、バックアップ インターフェイスを指している必要があります。

誤設定により、予期しない結果が生じる可能性があります。

Flex Link フェールオーバーのアクション

Flex Link のプライマリに障害が発生したときに行う重要な動作は次のとおりです。

• リンク障害を検出します。

• プライマリ リンクに設定されているスタティック ユニキャスト MAC アドレスをスタンバイ リン

クに移動します。

• プライマリ リンクで学習したダイナミック ユニキャスト MAC アドレスをスタンバイ リンクに移

動します。

• スタンバイ リンクをフォワーディング ステートに移行させます。

•  mac move update transmit コマンドを入力すると、新しいアクティブ リンク経由で MAC アドレ

ス テーブル移動更新を送信します。

• 新しいアクティブ インターフェイス経由でダミーのマルチキャスト パケットを送信します。

（注） プリエンプションはリンク障害と見なされないため、ローカルで管理上のシャットダウンを行わないと

リンクは再度フォワーディングを開始します。このような場合、ダイナミック ホストフラッシュされ、

移動されません。

 A

 B

gi2/0/6
1-50

gi2/0/8
51-100

 C

20
13

98
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MAC アドレス テーブル移動更新

Flex Link メンバ インターフェイスに障害が発生した場合は、これに設定されているスタティック 
MAC アドレスがバックアップに移動します。Flex Link メンバ インターフェイスが再度フォワーディ

ングとなった場合は、これに設定されているスタティック MAC アドレスを元に戻します。

（注） show mac address-table コマンドは、設定されたインターフェイスが Flex Link フェールオーバーのた

めにスタンバイ リンクとなっている場合でも、このインターフェイスに関連するスタティック MAC 
アドレスを常に表示します。

MAC アドレス テーブル移動更新
図 21-3 では、スイッチ A のポート 1 と 2 は Flex Link のペアを介してアップリンク スイッチ B と D 
に接続しています。ポート 1 はトラフィックを転送していて、ポート 2 はブロッキング ステートです。

PC からサーバへのトラフィックはポート 1 からポート 3 に転送されます。PC の MAC アドレスは、ス

イッチ C のポート 3 で学習されます。サーバから PC へのトラフィックはポート 3 からポート 1 に転

送されます。

ポート 1 がシャットダウンすると、ポート 2 がトラフィックの転送を開始します。ポート 2 へのフェー

ルオーバー後に PC からサーバにトラフィックが転送されない場合、スイッチ C はポート 4 の PC の 
MAC アドレスを学習しません。その結果、スイッチ C はサーバから PC トラフィックをポート 3 を経

由して転送し続けます。ポート 1 がダウンしているため、サーバから PC へのトラフィックが消失しま

す。この問題は、PC の送信元 MAC アドレスを持つダミーのマルチキャスト パケットをポート 2 経由

で送信することで軽減します。スイッチ C はポート 4 の PC の MAC アドレスを学習して、サーバから 
PC へのトラフィックの転送をポート 4 を経由して開始します。1 つのダミーのマルチキャスト パケッ

トがすべての MAC アドレスに向けて送信されます。これがデフォルトの Flex Link の動作です。ダウ

ンストリーム コンバージェンスをさらに迅速に処理するために、MAC アドレス テーブル移動更新

（MMU）機能をイネーブルにできます。MMU は、複数の MAC アドレスが含まれている特殊なパ

ケットです。スイッチ A は、これらのパケットを送信するように設定され、スイッチ B、C、および D 
はこのようなパケットを受信するように設定されます。スイッチ A で MMU 送信がイネーブルにされ

ている場合、ダミーのマルチキャスト パケットをポート 2 経由で送信する前に MAC 移動更新が送信

されます。スイッチ D は MMC を処理してスイッチ C 経由でフラッディングさせます。スイッチ C は
これらのパケットを処理し、パケットに含まれる MAC アドレスをポート 3 からポート 4 に移動させま

す。1 つのパケットに複数の MAC アドレスが含まれるため、ダウンストリーム コンバージェンスが迅

速になります。



 

21-5
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-25340-01-J

第 21 章      Flex Link および MAC アドレス テーブル移動更新機能の設定

Flex Link の設定

図 21-3 MAC アドレス テーブル移動更新の例

Flex Link の設定
ここでは、次の設定について説明します。

• 「デフォルト設定」（P.21-5）

• 「設定時の注意事項」（P.21-6）

• 「Flex Link の設定」（P.21-6）

• 「Flex Link の VLAN ロード バランシングの設定」（P.21-9）

デフォルト設定

次は、デフォルトの Flex Link の設定です。

• Flex Link はどのインターフェイスにも設定されていません。

• プリエンプション モードはオフです。

• プリエンプションがイネーブルの場合、プリエンプション遅延は 35 秒です。

 C
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 1  2

 4

 A

 B  D

PC
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Flex Link の設定

設定時の注意事項

Flex Link および関連機能を設定するには、次の注意事項に従ってください。

• 任意のアクティブ リンクに対して設定可能な Flex Link バックアップ リンクは 1 つだけで、アク

ティブ インターフェイスとは異なるインターフェイスでなければなりません。

• インターフェイスは 1 つの Flex Link ペアだけに属します。インターフェイスは 1 つのアクティブ 
リンクに対してだけ、バックアップ リンクになることができますが、アクティブ リンクは別の 
Flex Link ペアに所属できません。

• いずれのリンクも EtherChannel に属するポートにはなれません。ただし、2 つのポート チャネル

（EtherChannel 論理インターフェイス）を Flex Link として設定できます。さらに、ポート チャネ

ルおよび物理インターフェイスをポート チャネルまたは物理インターフェイスをアクティブ リン

クとして持つ Flex Link として設定できます。

• バックアップ リンクとアクティブ リンクに別のタイプ（ギガビット イーサネットまたはポート 
チャネル）を設定できます。ただし、スタンバイ リンクがトラフィック転送を開始した場合、

ループがないか、または動作で変更が行われないように、同様の特性で両方の Flex Link を設定す

る必要があります。

• Flex Link ポートでは STP がディセーブルになります。ポート上にある VLAN が STP 用に設定さ

れている場合でも、Flex Link ポートは STP に参加しません。STP がイネーブルでない場合、設定

されたトポロジにループがないことを確認します。

• Flex Link をイネーブルにしてから、Flex Link メンバ インターフェイスでスタティック MAC アド

レスを設定します。

Flex Link 機能による VLAN ロード バランシングを設定するときには、次の注意事項に従ってくださ

い。Flex Link VLAN ロード バランシングでは、バックアップ インターフェイス上で優先される 
VLAN を選択する必要があります。

強制的に switchport backup interface interface-id preemption mode に設定します。遅延タイム

アウトとして 35 秒のデフォルト値が使用されます。インターフェイスには switchport backup 
interface interface-id preemption mode を設定することはできません。従って、モード 
bandwidth と off を設定することはできません。

switchport backup interface interface-id preemption delay delay-time コマンドで遅延時間を調

整します。

Flex Link の設定

Flex Link のペアを設定するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま

す。

ステップ 2 Switch(conf)# interface interface-id インターフェイスを指定し、インターフェイス コンフィ

ギュレーション モードを開始します。インターフェイス

は、物理レイヤ 2 インターフェイスにすることも、ポー

ト チャネル（論理インターフェイス）にすることもでき

ます。指定できるポート チャネルは 1 ～ 64 です。
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Flex Link の設定

Flex Link バックアップ インターフェイスをディセーブルにするには、no switchport backup 
interface interface-id インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。

次に、インターフェイスをバックアップ インターフェイスに設定し、設定を確認する例を示します。

Switch# configure terminal 
Switch(conf)# interface fastethernet1/1
Switch(conf-if)# switchport backup interface fastethernet1/2
Switch(conf-if)# end
Switch# show interface switchport backup
Switch Backup Interface Pairs:

Active Interface        Backup Interface        State
------------------------------------------------------------------------
FastEthernet1/1         FastEthernet1/2         Active Up/Backup Standby
FastEthernet1/3         FastEthernet1/4         Active Up/Backup Standby
Port-channel1           GigabitEthernet1/1      Active Up/Backup Standby

Flex Link のペアのプリエンプション方式を設定するには、次の作業を行います。

ステップ 3 Switch(conf-if)# switchport backup interface 
interface-id

物理レイヤ 2 インターフェイス（ポート チャネル）をイ

ンターフェイスがある Flex Link ペアの一部として設定

します。1 つのリンクがトラフィックを転送している場

合、もう一方のインターフェイスはスタンバイ モードで

す。

ステップ 4 Switch(conf-if)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 Switch# show interface [interface-id] switchport 
backup

設定を確認します。

ステップ 6 Switch# copy running-config startup config （任意）スイッチ スタートアップ コンフィギュレーショ

ン ファイルに設定を保存します。

コマンド 目的

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま

す。

ステップ 2 Switch(conf)# interface interface-id インターフェイスを指定し、インターフェイス コンフィ

ギュレーション モードを開始します。インターフェイス

は、物理レイヤ 2 インターフェイスにすることも、ポー

ト チャネル（論理インターフェイス）にすることもでき

ます。指定できるポート チャネルは 1 ～ 64 です。

ステップ 3 Switch(conf-if)# switchport backup interface 
interface-id

物理レイヤ 2 インターフェイス（ポート チャネル）をイ

ンターフェイスがある Flex Link ペアの一部として設定

します。1 つのリンクがトラフィックを転送している場

合、もう一方のインターフェイスはスタンバイ モードで

す。
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プリエンプション方式を削除するには、no switchport backup interface interface-id preemption 
mode インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。遅延時間をデフォルトにリ

セットするには、 no switchport backup interface interface-id preemption delay インターフェイス コ
ンフィギュレーション コマンドを入力します。

次に、バックアップ インターフェイスのペアに対してプリエンプト モードを bandwidth に設定し、設

定を確認する例を示します。

Switch# configure terminal 
Switch(conf)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(conf-if)# switchport backup interface gigabitethernet1/2
Switch(conf-if)# switchport backup interface gigabitethernet1/2 preemption mode forced
Switch(conf-if)# switchport backup interface gigabitethernet1/2 preemption delay 50
Switch(conf-if)# end
Switch# show interface switchport backup detail
Active Interface        Backup Interface        State
------------------------------------------------------------------------
GigabitEthernet1/21   GigabitEthernet1/2    Active Down/Backup Down
Interface Pair   : Gi1/21, Gi1/2
Preemption Mode  : forced
Preemption Delay : 50 seconds
Bandwidth : 10000 Kbit (Gi1/1), 10000 Kbit (Gi1/2)
Mac Address Move Update Vlan : auto

<output truncated> 

ステップ 4 Switch(conf-if)# switchport backup interface 
interface-id preemption mode [forced | bandwidth 
| off] 

Flex Link インターフェイス ペアのプリエンプション メ
カニズムおよび遅延を設定します。次のプリエンプト 
モードを設定することができます。

• forced：アクティブ インターフェイスが常にバック

アップに対してプリエンプションを行います。

• bandwidth：より広い帯域幅のインターフェイスが

常にアクティブ インターフェイスとして動作しま

す。

• off：アクティブからバックアップへのプリエンプ

ションは発生しません。

ステップ 5 Switch(conf-if)# switchport backup interface 
interface-id preemption delay delay-time

ポートが別のポートのプリエンプションを実行するまで

の遅延時間を設定します。

（注） 遅延時間の設定には、forced モードまたは 
bandwidth モードが必要です。

ステップ 6 Switch(conf)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 7 Switch# show interface [interface-id] switchport 
backup

設定を確認します。

ステップ 8 Switch# copy running-config startup config （任意）スイッチ スタートアップ コンフィギュレーショ

ン ファイルに設定を保存します。

コマンド 目的
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Flex Link の VLAN ロード バランシングの設定

Flex Link で VLAN ロード バランシングを設定するには、次の作業を行います。

VLAN ロード バランシング機能をディセーブルにするには、no switchport backup interface prefer 
vlan インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを入力します。

この例では、スイッチで VLAN 1 ～ 50、60、100 ～ 120 が設定されています。

Switch(config)# interface fastethernet 1/6
Switch(config-if)# switchport backup interface fastethernet 1/0/8 prefer vlan 60,100-120

インターフェイスが両方ともアップの状態である場合は、ファスト イーサネット ポート 1/0/8 が 
VLAN 60 および 100 ～ 120 のトラフィックを転送し、ファスト イーサネット ポート 1/0/6 が VLAN 
1 ～ 50 のトラフィックを転送します。

Switch# show interfaces switchport backup
Switch Backup Interface Pairs:

Active Interface        Backup Interface        State
------------------------------------------------------------------------
FastEthernet1/6    FastEthernet1/8    Active Up/Backup Standby

Vlans Preferred on Active Interface: 1-50
Vlans Preferred on Backup Interface: 60, 100-120

Flex Link インターフェイスがシャットダウンすると、このインターフェイスで優先される VLAN が 
Flex Link ペアのピア インターフェイスに移動します。この例では、インターフェイス 1/6 がシャット

ダウンすると、インターフェイス 1/8 が Flex Link ペアのすべての VLAN を伝送します。

Switch# show interfaces switchport backup
Switch Backup Interface Pairs:

Active Interface        Backup Interface        State
------------------------------------------------------------------------
FastEthernet1/6 FastEthernet1/8    Active Down/Backup VLB all

Vlans Preferred on Active Interface: 1-50

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま

す。

ステップ 2 Switch(conf)# interface interface-id インターフェイスを指定し、インターフェイス コンフィ

ギュレーション モードを開始します。インターフェイス

は、物理レイヤ 2 インターフェイスにすることも、ポー

ト チャネル（論理インターフェイス）にすることもでき

ます。指定できるポート チャネルは 1 ～ 48 です。

ステップ 3 Switch(conf-if)# switchport backup interface 
interface-id prefer vlan vlan-range

物理レイヤ 2 インターフェイス（またはポート チャネ

ル）を、インターフェイスを装備した Flex Link ペアの

一部として設定し、インターフェイス上の VLAN を指

定します。VLAN ID の範囲は 1 ～ 4094 です。

ステップ 4 Switch(conf-if)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 Switch# show interfaces [interface-id] switchport 
backup

設定を確認します。

ステップ 6 Switch# copy running-config startup config （任意）スイッチ スタートアップ コンフィギュレーショ

ン ファイルに設定を保存します。
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Vlans Preferred on Backup Interface: 60, 100-120

Flex Link インターフェイスがアクティブになると、このインターフェイスで優先される VLAN はピア 
インターフェイスでブロックされ、起動したばかりのインターフェイス上でフォワーディング ステー

トに移行します。この例では、インターフェイス ファスト イーサネット ポート 1/6 がアクティブにな

ると、このインターフェイスで優先される VLAN はピア インターフェイス ファスト イーサネット 
ポート 1/8 でブロックされ、ファスト イーサネット ポート 1/6 に転送されます。

Switch# show interfaces switchport backup
Switch Backup Interface Pairs:

Active Interface        Backup Interface        State
------------------------------------------------------------------------
FastEthernet1/6    FastEthernet1/8    Active VLB cfg/Backup VLB cfg

Vlans Preferred on Active Interface: 1-50
Vlans Preferred on Backup Interface: 60, 100-120

Switch# show interfaces switchport backup detail
Switch Backup Interface Pairs:

Active Interface        Backup Interface        State
------------------------------------------------------------------------
FastEthernet1/6       FastEthernet1/8       Active VLB cfg/Backup VLB cfg

Vlans Preferred on Active Interface: 1-50
Vlans Preferred on Backup Interface: 60, 100-120
Preemption Mode  : off
Bandwidth : 10000 Kbit (Fa1/6), 100000 Kbit (Fa1/8)
Mac Address Move Update Vlan : auto

MAC アドレス テーブル移動更新の設定
ここでは、次の設定について説明します。

• 「デフォルト設定」（P.21-5）

• 「設定時の注意事項」（P.21-6）

• 「MAC アドレス テーブル移動更新の設定」（P.21-10）

デフォルト設定

デフォルトでは、MAC アドレステーブル移行更新機能はディセーブルです。

設定時の注意事項

MAC アドレス テーブル移動更新機能の設定時には、次の注意事項に従ってください。

• MAC アドレステーブル移動更新を送信するように設定されている Flex Link を使用するスイッチ

で mac address-table move transmit をイネーブルにします。

• MAC アドレステーブル移動更新を処理するには、すべてのアップストリーム スイッチで mac 
address-table move receive をイネーブルにします。
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MAC アドレス テーブル移動更新機能の設定

ここでは、次の作業について説明します。

• 「MAC アドレス テーブル移動更新を送信するためのスイッチの設定」（P.21-11）

• 「MAC アドレステーブル移動更新を受信するためのスイッチの設定」（P.21-12）

MAC アドレス テーブル移動更新を送信するためのスイッチの設定

MAC アドレステーブル移動更新を送信するようにアクセス スイッチを設定するには、次の作業を行い

ます。

MAC アドレス テーブル移動更新機能をディセーブルにするには、no mac address-table move update 
transmit インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを入力します。MAC アドレス テーブル

移動更新情報を表示するには、show mac address-table move update コマンドを使用します。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま

す。

ステップ 2 Switch(conf)# interface interface-id インターフェイスを指定し、インターフェイス コンフィ

ギュレーション モードを開始します。インターフェイス

は、物理レイヤ 2 インターフェイスにすることも、ポー

ト チャネル（論理インターフェイス）にすることもでき

ます。指定できるポート チャネルは 1 ～ 64 です。

ステップ 3 Switch(conf-if)# switchport backup interface 
interface-id

or
Switch(conf-if)# switchport backup interface 
interface-id mmu primary vlan vlan-id

物理レイヤ 2 インターフェイス（またはポート チャネ

ル）を、インターフェイスを装備した Flex Link ペアの

一部として設定します。MAC アドレス テーブル移動更

新 VLAN はインターフェイスで も低い VLAN ID で
す。

物理レイヤ 2 インターフェイス（またはポート チャネ

ル）を設定し、MAC アドレステーブル移動更新の送信

に使用される、インターフェイス上の VLAN ID を指定

します。

1 つのリンクがトラフィックを転送している場合、もう

一方のインターフェイスはスタンバイ モードです。

ステップ 4 Switch(conf-if)# end グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 5 Switch(conf)# mac address-table move update 
transmit

アクセス スイッチをイネーブルにして、ネットワーク内

の他のスイッチに MAC アドレス テーブル移動更新を送

信します（プライマリ リンクがシャットダウンし、ス

イッチがスタンバイ リンクを使用してトラフィックの転

送を開始する場合）。

ステップ 6 Switch(conf)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 7 Switch# show mac address-table move update 設定を確認します。

ステップ 8 Switch# copy running-config startup config （任意）スイッチ スタートアップ コンフィギュレーショ

ン ファイルに設定を保存します。
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この例は、アクセス スイッチを設定して MAC アドレス テーブル移動更新メッセージを送信し、設定

を確認する方法を示します。

Switch# configure terminal 
Switch(conf)# interface fastethernet1/1
Switch(conf-if)# switchport backup interface fastethernet1/0/2 mmu primary vlan 2
Switch(conf-if)# end
Switch(conf)# mac address-table move update transmit
Switch(conf)# end
Switch# show mac-address-table move update 
Switch-ID : 01d0.2bfc.3180
Dst mac-address : 0180.c200.0010
Vlans/Macs supported : 4096/55000
Default/Current settings: Rcv Off/Off, Xmt Off/On
Max packets per min : Rcv 100, Xmt 120
Rcv packet count : 0
Rcv conforming packet count : 0
Rcv invalid packet count : 0
Rcv packet count this min : 0
Rcv threshold exceed count : 0
Rcv last sequence# this min : 0
Rcv last interface : None
Rcv last src-mac-address : 0000.0000.0000
Rcv last switch-ID : 0000.0000.0000 
Xmt packet count : 0
Xmt packet count this min : 0
Xmt threshold exceed count : 0
Xmt pak buf unavail cnt : 0
Xmt last interface : fa1/2

MAC アドレステーブル移動更新を受信するためのスイッチの設定

MAC アドレス テーブル移動更新メッセージを受信して処理するようにスイッチを設定するには、次の

作業を行います。

MAC アドレス テーブル移動更新機能をディセーブルにするには、 no mac address-table move update 
receive コンフィギュレーション コマンドを入力します。MAC アドレス テーブル移動更新情報を表示

するには、show mac address-table move update コマンドを使用します。

次に、MAC アドレス テーブル移動更新メッセージを受信して処理するように、スイッチを設定する例

を示します。

Switch# configure terminal 
Switch(conf)# mac address-table move update receive
Switch(conf)# end

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま

す。

ステップ 2 Switch(conf)# mac address-table move update 
receive

スイッチをイネーブルにして、MAC アドレス テーブル

移動更新を受信し、処理します。

ステップ 3 Switch(conf)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 Switch# show mac address-table move update 設定を確認します。

ステップ 5 Switch# copy running-config startup config （任意）スイッチ スタートアップ コンフィギュレーショ

ン ファイルに設定を保存します。
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Flex Link および MAC アドレス テーブル移動更新機能のモ
ニタリング

表 21-1 に、Flex Link 設定および MAC アドレステーブル移動更新情報をモニタリングするコマンドを

示します。

表 21-1 Flex Link および MAC アドレス テーブル移動更新のモニタ コマンド

コマンド 目的

Switch# show interface [interface-id] 
switchport backup

あるインターフェイス用に設定された Flex Link バックアップ インターフェイ

ス、または設定されたすべての Flex Link と、各アクティブ インターフェイス

およびバックアップ インターフェイスの状態（アップまたはスタンバイ モー

ド）を表示します。

Switch# show mac address-table move 
update

スイッチに MAC アドレス テーブル移行更新情報を表示します。



 

21-14
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-25340-01-J

第 21 章      Flex Link および MAC アドレス テーブル移動更新機能の設定

Flex Link および MAC アドレス テーブル移動更新機能のモニタリング



C H A P T E R

22-1
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-25340-01-J

22
Resilient Ethernet Protocol の設定 

この章では、Catalyst 4500 シリーズ スイッチに Resilient Ethernet Protocol（REP）を設定する方法を

説明します。REP はシスコ独自のプロトコルで、スパニングツリー プロトコル（STP）に代わるプロ

トコルとして、ネットワーク ループの制御、リンク障害の処理、コンバージェンス時間の改善を実現

します。REP は、セグメントに接続されているポートのグループを制御することで、セグメントがブ

リッジング ループを作成するのを防ぎ、セグメント内のリンク障害に応答します。REP は、より複雑

なネットワークを構築するための基盤を提供し、VLAN ロード バランシングをサポートします。

この章で説明する内容は、次のとおりです。

• 「REP について」（P.22-1）

• 「REP の設定」（P.22-7）

• 「REP のモニタ」（P.22-14）

（注） この章で使用するスイッチ コマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL で『Cisco 
Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』と関連資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products//hw/switches/ps4324/index.html

『Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』に掲載されていないコマンドについては、より詳

細な Cisco IOS ライブラリを参照してください。次の URL でCisco IOS コマンド リファレンスと関連

資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html

REP について
1 REP セグメントは、相互接続しているポートのチェーンで、セグメント ID が設定されています。各

セグメントは、標準（非エッジ）セグメント ポートと、2 つのユーザ設定エッジ ポートで構成されて

います。1 スイッチに、同じセグメントに属することができるポートは 2 つまでで、各セグメント ポー

トにある外部ネイバーは 1 つだけです。セグメントは共有メディアを通過できますが、どのリンクで

あっても同じセグメントに属することができるのは 2 ポートだけです。REP は、レイヤ 2 トランクお

よび PVLAN 無差別トランク インターフェイスでだけサポートされます。

図 22-1 に、4 つのスイッチにまたがる 6 つのポートで構成されているセグメントの例を示します。

ポート E1 および E2 がエッジ ポートとして設定されています。（左側のセグメントのように）すべての

ポートが動作可能の場合、斜線で表しているように単一ポートがブロックされます。右側の図のように

ネットワークに障害が発生すると、ブロックされたポートがフォワーディング ステートに復帰して、

ネットワークの中断を 小限にします。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html
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図 22-1 REP オープン セグメント

図 22-1 に示されたセグメントは、オープン セグメントで、2 つのエッジ ポート間は接続されていませ

ん。REP セグメントは、ブリッジング ループとなる可能性がなく、セグメント エッジが安全に任意の

ネットワークに接続されます。セグメント内のスイッチに接続されているすべてのホストには、エッジ 
ポートを通じて残りのネットワークに接続する方法が 2 つありますが、いつでもアクセス可能なのは 1 
つだけです。障害により、ホストが通常のゲートウェイにアクセスできない場合、REP がすべての

ポートのブロックを解除して、他のゲートウェイを通じた接続を確保します。

図 22-2 で示しているセグメントは、両方のエッジ ポートが同じスイッチ内にあるリング セグメントで

す。この設定では、セグメントを通じてエッジ ポートと接続します。この設定を使用すると、セグメ

ント内の任意の 2 スイッチ間で冗長接続を形成することができます。

図 22-2 REP リング セグメント

REP セグメントには次のような特徴があります。

• セグメント内の全ポートが動作可能な場合、1 ポート（代替ポートと呼ばれる）が各 VLAN でブ

ロック ステートとなります。VLAN ロード バランシングが設定されている場合は、セグメント内

の 2 つのポートが VLAN のブロック ステートを制御します。

• セグメント内の 1 つまたは複数のポートが動作不能になると、リンク障害が発生して、すべての

ポートがすべての VLAN トラフィックを転送して、接続性を確保します。

• リンク障害の場合、できるだけ早期に代替ポートのブロックが解除されます。障害リンクが復旧す

ると、ネットワークの中断を 小限に抑えながら論理的にブロックされるポートが VLAN ごとに

選択されます。

E2E1 E2E1

E1  

20
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E2E1

20
18

89
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REP セグメントに基づいて、ほとんどのネットワーク タイプを構成することができます。また REP 
は、プライマリ エッジ ポートで制御されているが、セグメント内の任意のポートで発生する、VLAN 
ロード バランシングをサポートしています。

アクセス リング トポロジでは、ネイバー スイッチで REP がサポートされていない場合があります

（図 22-3 を参照）。Cisco IOS Release 15.0(2) SG 以降では、非ネイバー エッジ ポートとしてポートに

接続する非 REP（E1 と E2）を設定できます。これらのポートは、エッジ ポートのすべての特性を継

承するため、他のエッジ ポートと同じように設定できます。たとえば、STP や REP のトポロジ変更通

知を集約スイッチに送信するように設定することもできます。その場合、送信される STP Topology 
Change Notice（TCN; トポロジ変更通知）は、Multiple Spanning-Tree（MST; 多重スパニングツリー）

STP メッセージになります。

図 22-3 非ネイバー エッジ ポート

REP には次のような制限事項があります。

• 各セグメント ポートを設定する必要があります。設定を間違えると、ネットワーク内でフォワー

ディング ループが発生します。

• REP はセグメント内の単一障害ポートだけを管理できます。REP セグメント内の複数ポート障害

の場合、ネットワークの接続が中断します。

• 冗長ネットワーク内だけに REP を設定します。冗長性のないネットワークに REP を設定すると、

接続が失われます。

REP を効果的に使用するには、次のトピックを理解しておく必要があります。

• 「リンク完全性」（P.22-4）

• 「短時間でのコンバージェンス」（P.22-4）

• 「VLAN ロード バランシング」（P.22-4）

• 「スパニングツリー インタラクション」（P.22-6）

• 「REP ポート」（P.22-6）

E1  E2 
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37
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リンク完全性

REP は、リンク完全性を確認するためにエッジ ポート間でエンドツーエンド ポーリング メカニズムを

使用していません。ローカル リンク障害検出を実装しています。インターフェイスがイネーブルの場

合、REP Link Status Layer（LSL; リンク ステータス レイヤ）が REP 認識ネイバーを検出して、セグ

メント内の接続性を確立します。すべての VLAN は、ネイバーが検出されるまでインターフェイス上

でブロックされます。ネイバーが特定されたあと、REP が代替ポートとなるネイバー ポートと、トラ

フィックを転送するポートを決定します。

セグメント内のポートごとに、一意のポート ID が割り当てられます。ポート ID フォーマットは、ス

パニングツリー アルゴリズムで使用されるものと類似しており、ポート番号（ブリッジ上で一意）と、

関連 MAC アドレス（ネットワーク内で一意）から構成されます。セグメント ポートが起動すると、

ポートの LSL がセグメント ID およびポート ID を含むパケットの送信を開始します。ポートは、同じ

セグメント内のネイバーとのスリーウェイ ハンドシェイクを実行したあとで、動作可能と宣言されま

す。セグメント ポートは、このような状況が発生した場合は動作可能になりません。

• ネイバーに同じセグメント ID がない。

• 複数のネイバーに同じセグメント ID がある。

• ネイバーがピアとして、ローカル ポートに確認応答しない。

各ポートは、直近のネイバーと隣接関係を確立します。ネイバー関係が確立されると、ポートがセグメ

ントの 1 つのブロックされたポート（代替ポート）を決定するようにネゴシエートします。その他の

ポートのブロックは解除されます。デフォルトで、REP パケットは Bridge Protocol Data Unit
（BPDU; ブリッジ プロトコル データ ユニット）クラス MAC アドレスに送信されます。パケットは、

シスコ マルチキャスト アドレスにも送信できますが、現時点でセグメントに障害が発生した場合に 
Blocked Port Advertisement（BPA）メッセージの送信だけに使用されます。パケットは、REP が動作

していない装置によって廃棄されます。

短時間でのコンバージェンス

REP が物理リンク ベースで動作し、VLAN 単位ベースで動作しないため、必要なのは全 VLAN で 1 
Hello メッセージだけなので、プロトコルの負荷が低減します。指定セグメント内の全スイッチで継続

的に VLAN を作成し、REP トランクと PVLAN の無差別トランク ポート上に同じ許容 VLAN を設定

することを推奨します。ソフトウェアでのメッセージのリレーによって発生する遅延を回避するため

に、REP ではいくつかのパケットを通常のマルチキャスト アドレスにフラッディングすることも可能

です。これらのメッセージは Hardware Flood Layer（HFL; ハードウェア フラッド レイヤ）で動作し、

REP セグメントだけではなくネットワーク全体にフラッディングされます。セグメントに属していな

いスイッチは、これらのメッセージをデータ トラフィックとして扱います。ドメイン全体で専用の管

理 VLAN を設定することで、これらのメッセージのフラッディングを制御することができます。

予想されるコンバージェンス復旧時間はローカル セグメントで 200 ミリ秒未満です。 

VLAN ロード バランシング

REP セグメント内の 1 エッジ ポートがプライマリ エッジ ポートとして機能し、もう一方がセカンダリ 
エッジ ポートとなります。セグメント内の VLAN ロード バランシングに常に参加しているのがプライ

マリ エッジ ポートです。REP VLAN バランシングは、設定された代替ポートでいくつかの VLAN を
ブロックし、プライマリ エッジ ポートでその他の全 VLAN をブロックすることで実行されます。

VLAN ロード バランシングを設定する際に、次の 3 種類の方法のいずれかを使用して代替ポートを指

定できます。

• インターフェイスにポート ID を入力します。
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セグメント内のポート ID を識別するには、ポートの show interface rep detail インターフェイス 
コンフィギュレーション コマンドを入力します。

• セグメント内のポートのネイバー オフセット番号を入力します。これは、エッジ ポートのダウン

ストリーム ネイバー ポートを識別するものです。

ネイバー オフセット番号の範囲は、-256 ～ +256 で、0 値は無効です。プライマリ エッジ ポート

はオフセット番号 1 です。1 を超える正数はプライマリ エッジ ポートのダウンストリーム ネイ

バーを識別します。負数は、セカンダリ エッジ ポート（オフセット番号 -1）とそのダウンスト

リーム ネイバーを示します。

（注） プライマリ（またはセカンダリ）エッジ ポートからポートのダウンストリーム位置を識別する

ことで、プライマリ エッジ ポートのオフセット番号を設定します。番号 1 はプライマリ エッ

ジ ポート自体のオフセット番号なので、オフセット番号 1 は入力しないでください。

図 22-4 に、E1 がプライマリ エッジ ポートで E2 がセカンダリ エッジ ポートの場合の、セグメン

トのネイバー オフセット番号を示します。リングの内側にある赤い番号は、プライマリ エッジ 
ポートからのオフセット番号で、リングの外側にある黒い番号がセカンダリ エッジ ポートからの

オフセット番号です。正のオフセット番号（プライマリ エッジ ポートからのダウンストリーム位

置）または負のオフセット番号（セカンダリ エッジ ポートからのダウンストリーム位置）のいず

れかにより、（プライマリ エッジ ポートを除く）全ポートを識別することができます。E2 がプラ

イマリ エッジ ポートになると、オフセット番号は 1 となり、E1 のオフセット番号が -1 になりま

す。

• preferred キーワードを入力します。これにより、rep segment preferred インターフェイス コン

フィギュレーション コマンドで優先代替ポートとしてすでに設定されているポートを選択します。

図 22-4 セグメント内のネイバー オフセット番号 

REP セグメントが完了すると、すべての VLAN がブロックされます。VLAN ロード バランシングを

設定する際に、次の 2 種類の方法のいずれかでトリガーされます。

• プライマリ エッジ ポートのあるスイッチ上で rep preempt segment segment-id 特権 EXEC コマ

ンドを入力することで、いつでも手動で VLAN ロード バランシングをトリガーすることができま

す。

• rep preempt delay seconds インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを入力すると、プ

リエンプト遅延時間を設定できます。リンク障害が発生して回復すると、設定されたプリエンプ

ション期間の経過後に VLAN ロード バランシングが開始されます。設定時間が経過する前に別の

ポートで障害が発生した場合、遅延タイマーが再開されることに注意してください。
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（注） VLAN ロード バランシングが設定されている場合、手動での介入またはリンク障害および回復によっ

てトリガーされるまで、動作が開始されません。

VLAN ロード バランシングがトリガーされると、プライマリ エッジ ポートがメッセージを送信して、

セグメント内の全インターフェイスにプリエンプションについて警告します。メッセージがセカンダリ 
エッジ ポートで受信されると、これがネットワークに反映され、メッセージ内で特定された VLAN 
セットをブロックするように代替ポートに通知し、残りの VLAN をブロックするようにプライマリ 
エッジ ポートに通知します。

またすべての VLAN をブロックするために、セグメント内の特定ポートを設定できます。プライマリ 
エッジ ポートによってしか VLAN ロード バランシングは開始されず、セグメントが各エンドでエッジ 
ポートによって終端されていない場合開始することができません。プライマリ エッジ ポートは、ロー

カル VLAN ロード バランシング設定を決定します。

ロード バランシングを再設定するには、プライマリ エッジ ポートを再設定します。ロード バランシン

グ設定を変更すると、プライマリ エッジ ポートでは、再び rep preempt segment コマンドが実行され

るか、ポート障害および復旧のあとで設定済プリエンプト遅延期間が経過してから、新規設定が実行さ

れます。エッジ ポートを通常セグメント ポートに変更しても、既存の VLAN ロード バランシング ス
テータスは変更されません。新規エッジ ポートを設定すると、新規トポロジ設定になる可能性があり

ます。

スパニングツリー インタラクション

REP は STP とは対話しませんが、共存は可能です。セグメントに属しているポートはスパニングツ

リーの制御から削除されるため、セグメント ポートでは STP BPDU の送受信は行われません。STP は
セグメント上で実行できません。

STP リング コンフィギュレーションから REP セグメント コンフィギュレーションに移行するには、ま

ずリング内の単一ポートをセグメントの一部として設定し、次にセグメント数を 小限にするように隣

接するポートを設定します。各セグメントには、常にブロックされたポートが含まれているので、セグ

メントが複数になるとブロックされたポートも複数になり、接続が失われる可能性があります。セグメ

ントがエッジ ポートの場所まで両方向に設定されたら、次にエッジ ポートを設定します。

REP ポート

REP セグメント内のポートは、3 つのロールまたはステート（障害、オープン、代替）のうちのいずれ

かを取得します。

• 標準セグメント ポートとして設定されたポートは、障害ポートとして起動します。

• ネイバールータとの隣接関係が確立されると、ポートは代替ポート ステートに移行して、イン

ターフェイス内の全 VLAN をブロックします。ブロックされたポートのネゴシエーションが発生

して、セグメントが安定すると、ブロックされたポートのうちの 1 つが代替ロールのままになって

他のすべてのポートがオープン ポートになります。

• リンク内に障害が発生すると、すべてのポートが障害ステートに移行します。代替ポートは、障害

通知を受信すると、すべての VLAN を転送するオープン ステートに遷移します。

通常セグメント ポートをエッジ ポートに変換しても、エッジ ポートを通常セグメント ポートに変換し

ても、必ずトポロジ変更が発生するわけではありません。エッジ ポートを通常セグメント ポートに変

更する場合、設定されるまで VLAN ロード バランシングは実装されません。VLAN ロード バランシ

ングの場合、セグメント内に 2 つのエッジ ポートを設定する必要があります。
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スパニングツリー ポートとして再設定されたセグメント ポートが、スパニングツリー設定（デフォル

トでは、指定ブロッキング ポート）に従って再起動します。PortFast が設定されていたり、STP が
ディセーブルの場合、ポートはフォワーディング ステートになります。

REP の設定
セグメントは、チェーンで相互接続しているポートの集合で、セグメント ID が設定されています。

REP セグメントを設定するには、REP 管理 VLAN を設定し（またはデフォルト VLAN 1 を使用し）、

次にインターフェイス コンフィギュレーション モードを使用してセグメントにポートを追加します。2 
つのエッジ ポートをセグメント内に設定して、1 つをプライマリ エッジ ポート、もう 1 つをデフォル

トでセカンダリ エッジ ポートにします。1 セグメント内のプライマリ エッジ ポートは 1 つだけです。

別のスイッチのポートなど、セグメント内で 2 つのポートをプライマリ エッジ ポートに設定すると、

REP がそのうちのいずれかを選択してセグメントのプライマリ エッジ ポートとして機能させます。オ

プションで、Segment Topology Change Notice（STCN; セグメント トポロジ変更通知）および VLAN 
ロード バランシングを送信する場所を設定することもできます。

ここでは、次の情報について説明します。

• 「REP のデフォルト設定」（P.22-7）

• 「REP 設定時の注意事項」（P.22-7）

• 「REP 管理 VLAN の設定」（P.22-9）

• 「REP インターフェイスの設定」（P.22-10）

• 「VLAN ロード バランシングの手動によるプリエンプションの設定」（P.22-13）

• 「REP の SNMP トラップ設定」（P.22-14）

REP のデフォルト設定

REP はすべてのインターフェイス上でディセーブルです。イネーブルにする際に、エッジ ポートとし

て設定されていなければインターフェイスは通常セグメント ポートになります。

REP をイネーブルにする際に、STCN の送信はディセーブルで、すべての VLAN はブロックされ、管

理 VLAN は VLAN 1 になります。

VLAN ロード バランシングがイネーブルの場合、デフォルトは手動でのプリエンプションで、遅延タ

イマーはディセーブルになっています。VLAN ロード バランシングが設定されていない場合、手動で

のプリエンプション後のデフォルト動作は、プライマリ エッジ ポートで全 VLAN がブロックとなりま

す。

REP 設定時の注意事項

REP の設定時には、次の注意事項に従ってください。

• まず 1 ポートの設定から始めて、セグメント数とブロックされたポートの数を 小限に抑えるよう

に隣接するポートを設定することを推奨します。

• 外部ネイバーが設定されておらずセグメント内では 3 つ以上のポートに障害が発生した場合、1 
ポートがデータ パス用のフォワーディング ステートになり、設定中の接続性の維持に役立ちます。

show rep interface 特権 EXEC コマンド出力では、このポートのポート ロールは Fail Logical 
Open と表示され、他の障害ポートのポート ロールは Fail No Ext Neighbor と表示されます。障害
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ポートの外部ネイバーが設定されている場合、ポートは代替ポート ステートに移行して、代替

ポート選定メカニズムに基づいて 終的にオープン ステートになるか、代替ポートのままになり

ます。

• REP ポートは、レイヤ 2 dot1Q トランクまたは PVLAN 無差別トランク ポートのいずれかである

必要があります。

• Telnet 接続を通じて REP を設定する際には注意してください。別の REP インターフェイスがメッ

セージを送信してブロック解除するまで REP はすべての VLAN をブロックするため、同じイン

ターフェイスを通じてスイッチにアクセスする Telnet セッションで REP をイネーブルにすると、

スイッチへの接続が失われる可能性があります。

• 同じセグメントやインターフェイスで REP と STP を実行することはできません。

• STP ネットワークを REP セグメントに接続する場合、接続はセグメント エッジであることを確認

してください。エッジで実行されていない STP 接続は、REP セグメントでは STP が実行されない

ため、ブリッジング ループが発生する可能性があります。すべての STP BPDU は、REP インター

フェイスで廃棄されます。

• 同じ許容 VLAN セットでセグメント内のすべてのトランクと PVLAN 無差別トランク ポートを設

定する必要があります。そうでない場合、設定ミスが発生します。

• REP ポートは以下の規則に従います。

– REP がスイッチの 2 ポートでイネーブルの場合、両方のポートが通常セグメント ポートまた

はエッジ ポートである必要があります。

– セグメント内にスイッチ上の 1 ポートだけが設定されている場合、そのポートがエッジ ポート

となります。

– 同じセグメント内に属するスイッチに 2 つのポートがある場合、両方のポートがエッジ ポート

になるか、両方のポートが通常セグメント ポートである必要があります。

– 同じセグメント内に属するスイッチに 2 つのポートがある場合、両方のポートがエッジ ポート

であるか、両方のポートが通常セグメント ポートであるか、一方が通常ポートでもう一方が

非ネイバー エッジ ポートである必要があります。スイッチ上のエッジ ポートと通常セグメン

ト ポートが同じセグメントに属することはできません。

– スイッチ上の 2 ポートが同じセグメントに属していて、1 つがエッジ ポートとして設定され、

もう 1 つが通常セグメント ポートに設定されている場合（設定ミス）、エッジ ポートは通常セ

グメント ポートとして扱われます。

• REP インターフェイスがブロック ステートになり、ブロック解除しても安全であると通知される

までブロック ステートのままになります。突然の接続切断を避けるために、これを意識しておく

必要があります。

• REP はネイティブ VLAN 上においてすべての LSL PDU をタグなしフレームで送信します。シス

コ マルチキャスト アドレスに送信された BPA メッセージは、管理 VLAN で送信されます。これ

はデフォルトで VLAN 1 です。

• REP ポートは、これらのポート タイプのいずれかに設定できません。

– SPAN 宛先ポート

– プライベート VLAN ポート

– トンネル ポート

– アクセス ポート

• REP は EtherChannel でサポートされていますが、EtherChannel に属する個別のポートではサポー

トされません。

• スイッチごとに 大で 384 REP セグメントです。
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REP 管理 VLAN の設定

ロード バランシング時のリンク障害や VLAN ブロッキングの通知のメッセージをソフトウェアでリ

レーすることによって発生する遅延を回避するために、REP は HFL で通常のマルチキャスト アドレス

にパケットをフラッディングします。これらのメッセージは REP セグメントだけではなくネットワー

ク全体にフラッディングされます。ドメイン全体の管理 VLAN を設定することで、これらのメッセー

ジのフラッディングを制御することができます。

REP 管理 VLAN を設定する場合、次の注意事項に従ってください。

• 管理 VLAN を設定しない場合、デフォルトは VLAN 1 です。

• スイッチとセグメントで 1 つの管理 VLAN だけが可能です（ソフトウェアによって強制的に設定

されない）。

• 管理 VLAN は RSPAN VLAN になりません。

REP 管理 VLAN を設定するには、次の作業を行います。

次に、管理 VLAN を VLAN 100 として設定して、REP インターフェイスの 1 つに show interface rep 
detail コマンドを入力して設定を確認する例を示します。

Switch# configure terminal
Switch (config)# rep admin vlan 100
Switch (config)# end

Switch# show interface gigabitethernet1/1 rep detail
GigabitEthernet1/1 REP enabled
Segment-id: 2 (Edge)
PortID: 00010019E7144680
Preferred flag: No
Operational Link Status: TWO_WAY
Current Key: 0002001121A2D5800E4D
Port Role: Open
Blocked Vlan: <empty>
Admin-vlan: 100
Preempt Delay Timer: disabled
Load-balancing block port: none
Load-balancing block vlan: none
STCN Propagate to: none
LSL PDU rx: 3322, tx: 1722
HFL PDU rx: 32, tx: 5
BPA TLV rx: 16849, tx: 508
BPA (STCN, LSL) TLV rx: 0, tx: 0

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま

す。

ステップ 2 Switch(config)# rep admin vlan vlan-id 管理 VLAN を指定します。指定できる範囲は 2 ～ 4094 
です。デフォルトは VLAN 1 です。管理 VLAN を 1 に
設定するには、no rep admin vlan グローバル コンフィ

ギュレーション コマンドを実行します。

ステップ 3 Switch(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 Switch# show interface [interface-id] rep detail REP インターフェイスのいずれか 1 つの設定を確認しま

す。

ステップ 5 Switch# copy running-config startup config （任意）スイッチ スタートアップ コンフィギュレーショ

ン ファイルに設定を保存します。
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BPA (STCN, HFL) TLV rx: 0, tx: 0
EPA-ELECTION TLV rx: 118, tx: 118
EPA-COMMAND TLV rx: 0, tx: 0
EPA-INFO TLV rx: 4214, tx: 4190 

REP インターフェイスの設定

REP 動作の場合、各セグメント インターフェイスでこれをイネーブルにして、セグメント ID を指定し

ます。このステップは必須で、他の REP 設定の前に実行する必要があります。また、各セグメントに

プライマリおよびセカンダリ エッジ ポートを設定する必要があります。その他のステップはすべて任

意です。

インターフェイス上で REP をイネーブルにして設定するには、次の作業を実行します。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# interface interface-id インターフェイスを指定し、インターフェイス コンフィギュレー

ション モードを開始します。インターフェイスは物理レイヤ 2 イン

ターフェイスまたはポート チャネル（論理インターフェイス）に設

定できます。ポート チャネル範囲は 1 ～ 48 です。

ステップ 3 Switch(config-if)# switchport mode trunk
or,
switchport mode private-vlan trunk 
promiscuous 

レイヤ 2 インターフェイスをレイヤ 2 トランク ポートとして設定し

ます。

レイヤ 2 インターフェイスを PVLAN 無差別トランク ポートとして

設定します。

PVLAN 無差別トランク ポートのコマンド オプションの詳細につい

ては、「レイヤ 2 インターフェイスの無差別 PVLAN トランク ポー

トとしての設定」（P.21）を参照してください。

（注） REP では、switchport mode private-vlan trunk 
promiscuous コマンドのみサポートされます。他の 
PVLAN トランク関連設定はサポートされません。
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ステップ 4 Switch(config-if)# rep segment 
segment-id [edge [no-neighbor] [primary]] 
[preferred]

インターフェイス上で REP をイネーブルにして、セグメント番号

を特定します。指定できるセグメント ID の範囲は 1 ～ 1024 です。

これらの任意のキーワードは利用可能です。

（注） 各セグメントに 1 つのプライマリ エッジ ポートを含めて、2 
つのエッジ ポートを設定する必要があります。

• edge を入力して、ポートをエッジ ポートとして設定します。

primary キーワードなしで edge を入力すると、ポートがセカ

ンダリ エッジ ポートとして設定されます。各セグメントにある

エッジ ポートは 2 つだけです。

• （任意）no-neighbor を入力して、外部 REP ネイバーを持たな

いポートをエッジ ポートとして設定します。ポートはエッジ 
ポートのすべての特性を継承します。任意のエッジ ポートにそ

れらを設定できます。

• （任意）エッジ ポート上で、primary を入力してポートをプラ

イマリ エッジ ポートとして設定し、VLAN ロード バランシン

グを設定するポートを設定することができます。

（注） 各セグメントにあるプライマリ エッジ ポートは 1 つだけで

すが、2 つの異なるスイッチにエッジ ポートを設定して 
primary キーワードを両方のスイッチに入力しても、その

設定は許容されます。ただし、REP ではセグメント プライ

マリ エッジ ポートとして 1 つのポートだけが選択されます。

show rep topology 特権 EXEC コマンドを入力すると、セグ

メントのプライマリ エッジ ポートを指定することができま

す。

• （任意）preferred を入力して、ポートが優先代替ポートである

か、VLAN ロード バランシングの優先ポートであるのかを示し

ます。

（注） ポートを優先に設定しても、代替ポートになるとは限りま

せん。これは同じ競合とのわずかな利点だけを提供します。

通常、前に障害が発生したポートが、代替ポートとなりま

す。

ステップ 5 Switch(config-if)# rep stcn {interface 
interface-id | segment id-list | stp}

（任意）STCN を送信するようにエッジ ポートを設定します。

• interface interface-id を入力して、STCN を受信するための物

理インターフェイスまたはポート チャネルを指定します。

• segment id-list を入力して、STCN を受信するための 1 つまた

は複数のセグメントを指定します。有効範囲は 1 ～ 1024 です。

• stp を入力して、STCN を STP ネットワークに送信します。

コマンド 目的
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デフォルト設定に戻すには、各コマンドの no 形式を入力します。show rep topology 特権 EXEC コマ

ンドを入力して、セグメント内のどのポートがプライマリ エッジ ポートなのかを確認します。

次に、インターフェイスをセグメント 1 のプライマリ エッジ ポートに設定し、STCN をセグメント 2 
～ 5 に送信し、代替ポートをポート ID 0009001818D68700 のポートとして設定して、セグメント 
ポート障害および回復後の 60 秒のプリエンプション遅延後にすべての VLAN をブロックする例を示し

ます。

Switch# configure terminal
Switch(config)# interface gigabitethernet1/1

ステップ 6 Switch(config-if)# rep block port {id 
port-id | neighbor_offset | preferred} 
vlan {vlan-list | all}

（任意）プライマリ エッジ ポートに VLAN ロード バランシングを

設定して、3 つの方法のいずれかを使用して REP 代替ポートを特定

し、代替ポートでブロックされるように VLAN を設定します。

• id port-id を入力して、ポート ID で代替ポートを指定します。

セグメント内の各ポートにポート ID が自動的に生成されます。

show interface interface-id rep [detail] 特権 EXEC コマンドを

入力して、インターフェイス ポート ID を表示できます。

• neighbor_offset 番号を入力して、代替ポートをエッジ ポートか

らのダウンストリーム ネイバーとして指定します。有効範囲は 
-256 ～ 256 で、負数はセカンダリ エッジ ポートからのダウン

ストリーム ネイバーを示します。値 0 は無効です。-1 を入力し

て、セカンダリ エッジ ポートを代替ポートとして識別します。

ネイバー オフセット番号の例については、図 22-4（P.22-5）を

参照してください。

（注） プライマリ エッジ ポート（オフセット番号 1）にこのコマ

ンドを入力するので、代替ポートを特定するのにオフセッ

ト値 1 を入力しません。

• preferred を入力して、すでに VLAN ロード バランシングの優

先代替ポートとして指定されている通常セグメント ポートを選

択します。

• vlan vlan-list を入力して、1 VLAN または VLAN 範囲をブ

ロックします。

• vlan all を入力して、すべての VLAN をブロックします。

（注） REP プライマリ エッジ ポート上にのみこのコマンドを入力

します。

ステップ 7 Switch(config-if)# rep preempt delay 
seconds

（任意）リンク障害および回復後に自動的に VLAN ロード バランシ

ングをトリガーする場合、このコマンドを入力して、プリエンプ

ション遅延時間を設定する必要があります。遅延時間の範囲は 15 
～ 300 秒です。デフォルトは、遅延時間のない手動によるプリエン

プションです。

（注） REP プライマリ エッジ ポート上にのみこのコマンドを入力

します。

ステップ 8 Switch(config-if)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 9 Switch# show interface [interface-id] 
rep [detail]

REP インターフェイス コンフィギュレーションを確認します。

ステップ 10 Switch# copy running-config startup 
config

（任意）スイッチ スタートアップ コンフィギュレーション ファイル

に設定を保存します。

コマンド 目的
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Switch(config-if)# rep segment 1 edge primary 
Switch(config-if)# rep stcn segment 2-5 
Switch(config-if)# rep block port 0009001818D68700 vlan all
Switch(config-if)# rep preempt delay 60 
Switch(config-if)# end

次に、インターフェイスに外部 REP ネイバーがない場合の同じ設定の例を示します。

Switch# configure terminal
Switch (config)# interface gigabitethernet1/1
Switch (config-if)# rep segment 1 edge no-neighbor primary 
Switch (config-if)# rep stcn segment 2-5 
Switch (config-if)# rep block port 0009001818D68700 vlan all
Switch (config-if)# rep preempt delay 60 
Switch (config-if)# rep lsl-age-timer 6000 

次に、図 22-5 の、VLAN ブロッキング コンフィギュレーションを設定する例を示します。代替ポート

は、ネイバー オフセット番号 4 のネイバーです。手動によるプリエンプションのあと、VLAN 100 ～ 
200 がこのポートでブロックされ、その他のすべての VLAN がプライマリ エッジ ポート E1（ギガ

ビット イーサネット ポート 1/1）でブロックされます。

Switch# configure terminal
Switch (config)# interface gigabitethernet1/1
Switch (config-if)# rep segment 1 edge primary 
Switch (config-if)# rep block port 4 vlan 100-200
Switch (config-if)# end

図 22-5 VLAN ブロッキングの例

VLAN ロード バランシングの手動によるプリエンプションの設定

プライマリ エッジ ポートでプリエンプション遅延時間を設定する rep preempt delay seconds イン

ターフェイス コンフィギュレーション コマンドを入力しない場合、デフォルトでは、セグメントでの 
VLAN ロード バランシングのトリガーは手動になっています。手動で VLAN ロード バランシングを

プリエンプトする前に、他のすべてのセグメント設定が完了しているかどうか確認してください。rep 
preempt segment コマンドを入力すると、プリエンプションによってネットワークが中断する可能性

があるため、コマンド実行前に確認メッセージが表示されます。

E2E1

4 20
18

91 4
 VLAN 100  200 

   E1  
VLAN 100  200 
 VLAN 
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セグメント プライマリ エッジ ポートのあるスイッチのセグメントで VLAN ロード バランシングを手

動でトリガーするには、次の作業を行います。

REP の SNMP トラップ設定

リンク動作ステータス変更およびポート ロール変更について SNMP サーバに通知するために、REP 固
有のトラップの送信をスイッチに設定するには、次の作業を行います。

トラップを削除するには、no snmp mib rep trap-rate グローバル コンフィギュレーション コマンドを

入力します。

1 秒あたり 10 の割合で REP トラップを送信するようにスイッチを設定する例を示します。

Switch(config)# snmp mib rep trap-rate 10 

REP のモニタ
REP をモニタリングするには、次に示す特権 EXEC コマンドを入力します（表 22-1）。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# interface interface-id インターフェイスを指定し、インターフェイス コンフィギュ

レーション モードを開始します。インターフェイスは物理レ

イヤ 2 インターフェイスまたはポート チャネル（論理イン

ターフェイス）に設定できます。ポート チャネル範囲は 1 ～ 
48 です。

ステップ 3 Switch(config-if)# rep preempt segment 
segment-id

手動により、セグメント上の VLAN ロード バランシングをト

リガーします。

実行前にコマンドを確認する必要があります。

ステップ 4 Switch(config-if)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 Switch# show rep topology REP トポロジ情報を表示します。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# snmp mib rep trap-rate value スイッチで REP トラップの送信をイネーブルにして、1 秒あ

たりのトラップの送信数を設定します。指定できる範囲は 0 ～ 
1000 です。デフォルトは 0（制限なし、発生するたびにト

ラップが送信される）です。

ステップ 3 Switch(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 Switch# show running-config REP トラップ コンフィギュレーションを確認します。

ステップ 5 Switch# copy running-config startup config （任意）スイッチ スタートアップ コンフィギュレーション 
ファイルに設定を保存します。
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表 22-1 REP モニタリング コマンド

コマンド 目的

Switch# show interface [interface-id] rep 
[detail] 

特定のインターフェイスまたはすべてのインター

フェイスの REP 設定およびステータスを表示し

ます。

Switch# show rep topology [segment 
segment_id] [archive] [detail] 

セグメント内のプライマリおよびセカンダリ 
エッジ ポートを含む、1 セグメントまたは全セグ

メントの REP トポロジ情報を表示します。
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オプションの STP 機能の設定

この章では、Catalyst 4500 シリーズ スイッチ上でサポートされるスパニングツリー プロトコル

（STP）の機能について説明します。設定上の注意事項、設定手順、および設定例についても示します。

この章の主な内容は、次のとおりです。

• 「ルート ガードについて」（P.23-2）

• 「ルート ガードのイネーブル化」（P.23-2）

• 「ループ ガードについて」（P.23-3）

• 「ループ ガードのイネーブル化」（P.23-5）

• 「EtherChannel ガードについて」（P.23-6）

• 「EtherChannel ガードのイネーブル化（任意）」（P.23-6）

• 「PortFast について」（P.23-7）

• 「PortFast のイネーブル化」（P.23-7）

• 「BPDU ガードについて」（P.23-8） 

• 「BackboneFast のイネーブル化」（P.23-17）

• 「PortFast BPDU フィルタリングについて」（P.23-9）

• 「BackboneFast のイネーブル化」（P.23-17）

• 「UplinkFast について」（P.23-12） 

• 「UplinkFast のイネーブル化」（P.23-13）

• 「BackboneFast について」（P.23-14）

• 「BackboneFast のイネーブル化」（P.23-17）

（注） STP の設定手順については、第 20 章「STP および MST の設定」を参照してください。

（注） この章で使用するスイッチ コマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL で『Cisco 
Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』と関連資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products//hw/switches/ps4324/index.html

『Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』に掲載されていないコマンドについては、より詳

細な Cisco IOS ライブラリを参照してください。次の URL でCisco IOS コマンド リファレンスと関連

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/index.html
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資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html

ルート ガードについて
スパニングツリーのルート ガードを設定すると、インターフェイスは強制的に指定ポートになり、現

在のルート ステータスを保護して、周辺のスイッチがルート スイッチになるのを防ぎます。

ルート ガードをポート単位でイネーブルにすると、ポートが所属するすべてのアクティブ VLAN に
ルート ガードが自動的に適用されます。ルート ガードをディセーブルにすると、指定されたポートの

ルート ガードがディセーブルになり、そのポートは自動的にリスニング ステートになります。

ルート ガードがイネーブルになっているポートを持つスイッチが新しいルートを検出すると、ポート

は root-inconsistent ステートになります。スイッチは新しいルートを検出せず、そのポートは自動的に

リスニング ステートになります。

ルート ガードのイネーブル化
レイヤ 2 アクセス ポート上のルート ガードをイネーブルにする（このポートを強制的に指定ポートに

する）には、次の作業を行います。

次に、ファスト イーサネット インターフェイス 5/8 上でルート ガードをイネーブルにする例を示しま

す。

Switch(config)# interface fastethernet 5/8 
Switch(config-if)# spanning-tree guard root 
Switch(config-if)# end 
Switch#

次に、設定を確認する例を示します。

Switch# show running-config interface fastethernet 5/8 
Building configuration...

Current configuration: 67 bytes
!
interface FastEthernet5/8
 switchport mode access
 spanning-tree guard root
end

Switch#

コマンド 目的

ステップ 1 Switch(config)# interface {{fastethernet | 
gigabitethernet | tengigabitethernet} slot/port}

設定するインターフェイスを選択します。

ステップ 2 Switch(config-if)# [no] spanning-tree guard root ルート ガードをイネーブルにします。

ルート ガードをディセーブルにする場合は、no キー

ワードを使用します。

ステップ 3 Switch(config-if)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 4 Switch# show spanning-tree 設定を確認します。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html
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次に、root-inconsistent ステートのポートがあるかどうかを判別する例を示します。

Switch# show spanning-tree inconsistentports 

Name                 Interface              Inconsistency
-------------------- ---------------------- ------------------
VLAN0001             FastEthernet3/1        Root Inconsistent
VLAN0001             FastEthernet3/2        Root Inconsistent
VLAN1002             FastEthernet3/1        Root Inconsistent
VLAN1002             FastEthernet3/2        Root Inconsistent
VLAN1003             FastEthernet3/1        Root Inconsistent
VLAN1003             FastEthernet3/2        Root Inconsistent
VLAN1004             FastEthernet3/1        Root Inconsistent
VLAN1004             FastEthernet3/2        Root Inconsistent
VLAN1005             FastEthernet3/1        Root Inconsistent
VLAN1005             FastEthernet3/2        Root Inconsistent

Number of inconsistent ports (segments) in the system :10

ループ ガードについて
ループ ガードは、ポイントツーポイント リンク上の単方向リンク障害が原因で発生するブリッジング 
ループの防止に有効です。グローバルにイネーブル化した場合、ループ ガードはシステム上のすべて

のポイントツーポイント ポートに適用されます。ループ ガードはルート ポートおよびブロックされた

ポートを検出し、これらのポートがセグメント上の DP から BPDU を受信し続けるようにします。

ループ ガード対応のルート ポートまたはブロック ポートが指定ポートから送られた BPDU の受信を停

止した場合、そのポートは物理リンク エラーがポートで発生したと判断して、ブロッキング ステート

に移行します。ポートは BPDU を受信すると、ただちにこのステートから回復します。

ループ ガードはポート単位でイネーブルにできます。ループ ガードをイネーブルにすると、すべての

アクティブ インスタンスまたはポートが属する VLAN にループ ガードが自動的に適用されます。ルー

プ ガードをディセーブルにすると、指定ポートでディセーブルになります。ループ ガードをディセー

ブルにすると、すべてのループ不整合ポートはリスニング ステートに移行します。

チャネル上でループ ガードをイネーブルにし、 初のリンクが単一方向になった場合、ループ ガード

は影響を受けたポートがチャネルから除外されるまで、チャネル全体をブロックします。図 23-1 に、

3 台のスイッチ構成におけるループ ガードを示します。
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図 23-1 ループ ガードが設定されたスイッチ 3 台の構成

図 23-1 に、次の設定を示します。

• スイッチ A およびスイッチ B はディストリビューション スイッチです。

• スイッチ C は、アクセス スイッチです。

• ループ ガードは、スイッチ A、B、C のポート 3/1 および 3/2 でイネーブルです。

ルート スイッチでループ ガードをイネーブルにしても効果はありませんが、ルート スイッチが非ルー

ト スイッチになった場合に保護されます。

ループ ガードを使用するときには、次の注意事項に従ってください。

• PortFast 対応ポートまたはダイナミック VLAN ポートでは、ループ ガードをイネーブルにしない

でください。

• ルート ガードがイネーブルの場合は、ループ ガードをイネーブルにしないでください。

ループ ガードは、次のように他の機能と連携します。

• ループ ガードは UplinkFast または BackboneFast の機能には影響しません。

• ポイントツーポイント リンクに接続されていないポート上でループ ガードをイネーブルにしても、

機能しません。

• ルート ガードは強制的に、常にポートがルート ポートになるようにします。ループ ガードは、

ポートがルート ポートまたは代替ポートの場合にのみ有効です。特定のポート上でループ ガード

とルート ガードの両方を同時にイネーブルにすることはできません。

• ループ ガードは、スパニングツリーで認識されているポートを使用します。ループ ガードは、

ポート集約プロトコル（PAgP）が提供する論理ポートを利用できます。ただし、チャネルを形成

するには、そのチャネルに属するすべての物理ポートの設定に互換性がなければなりません。チャ

ネルを形成するために、PAgP はすべての物理ポート上でルート ガードまたはループ ガードの設定

を均一にします。

– スパニングツリーは、BPDU を送信するチャネル内で 初に動作するポートを常に選択しま

す。このリンクが単方向になると、チャネル内の他のリンクが正常に動作していても、ループ 
ガードによりチャネルがブロックされます。

– ループ ガードによってブロックされている一連のポートをグループ化して、チャネルを形成

すると、これらのポートのステート情報はスパニングツリーからすべて削除され、新しいチャ

ネルのポートは指定ロールによりフォワーディング ステートに移行できます。

3/1 3/1

3/2

3/1 3/2

3/2

A B

C

 

55
77

2



23-5
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-25340-01-J

第 23 章      オプションの STP 機能の設定

ループ ガードのイネーブル化

– チャネルがループ ガードによってブロックされ、チャネルが切断されると、スパニングツ

リーからすべてのステート情報が削除されます。チャネルを形成する 1 つまたは複数のリンク

が単方向リンクである場合でも、各物理ポートは指定された役割を使用して、フォワーディン

グ ステートに移行できます。

（注） 単方向リンク検出（UDLD）をイネーブルにして、リンク障害を独立させることがで

きます。UDLD が障害を検出するまでは、ループが発生する可能性がありますが、

ループ ガードでは検出できません。

• ディセーブル化されたスパニングツリー インスタンスまたは VLAN 上では、ループ ガードは無効

です。

ループ ガードのイネーブル化
ループ ガードはグローバルに、またはポートごとにイネーブルにできます。

スイッチ上でループ ガードをグローバルにイネーブルにするには、次の作業を行います。

次に、ループ ガードをグローバルにイネーブルにする例を示します。

Switch(config)# spanning-tree loopguard default 
Switch(config)# Ctrl-Z

次に、ファスト イーサネット ポート 4/4 のそれまでの設定を確認する例を示します。

Switch# show spanning-tree interface fastethernet 4/4 detail 
 Port 196 (FastEthernet4/4) of VLAN0010 is forwarding 
   Port path cost 1000, Port priority 160, Port Identifier 160.196.
   Designated root has priority 32768, address 00d0.00b8.140a
   Designated bridge has priority 32768, address 00d0.00b8.140a
   Designated port id is 160.196, designated path cost 0
   Timers:message age 0, forward delay 0, hold 0
   Number of transitions to forwarding state:1
   The port is in the portfast mode by portfast trunk configuration
   Link type is point-to-point by default
   Bpdu filter is enabled
   Loop guard is enabled by default on the port
   BPDU:sent 0, received 0

特定のインターフェイス上でループ ガードをイネーブルにするには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch(config)# spanning-tree loopguard default スイッチ上でループ ガードをグローバルにイネーブルに

します。

ステップ 2 Switch(config)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 3 Switch# show spanning tree interface 4/4detail この設定がポートに作用していることを確認します。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch(config)# interface {type slot/port} | 
{port-channel port_channel_number}

設定するインターフェイスを選択します。

ステップ 2 Switch(config-if)# spanning-tree guard loop ループ ガードを設定します。
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次に、ファスト イーサネット ポート 4/4 でループ ガードをイネーブルにする例を示します。

Switch(config)# interface fastEthernet 4/4
Switch(config-if)# spanning-tree guard loop
Switch(config-if)# ^Z

次に、設定がファスト イーサネット ポート 4/4 に与える影響を確認する例を示します。

Switch# show spanning-tree interface fastEthernet 4/4 detail 
 Port 196 (FastEthernet4/4) of VLAN0010 is forwarding 
   Port path cost 1000, Port priority 160, Port Identifier 160.196.
   Designated root has priority 32768, address 00d0.00b8.140a
   Designated bridge has priority 32768, address 00d0.00b8.140a
   Designated port id is 160.196, designated path cost 0
   Timers:message age 0, forward delay 0, hold 0
   Number of transitions to forwarding state:1
   The port is in the portfast mode by portfast trunk configuration
   Link type is point-to-point by default
   Bpdu filter is enabled
   Loop guard is enabled on the port
   BPDU:sent 0, received 0
Switch#

EtherChannel ガードについて
EtherChannel ガードを使用すれば、スイッチと接続先デバイス間の EtherChannel 設定ミスを検出する

ことができます。設定ミスは、EtherChannel でスイッチのインターフェイスを手動で設定して、1 つ
または複数のインターフェイスが他のデバイス上になかった場合に発生します。EtherChannel 設定時

の注意事項については、「EtherChannel 設定時の注意事項および制約事項」（P.24-5）を参照してくだ

さい。

（注） EtherChannel ガードは、PAgP または LACP を介してではなく、forced モード（つまり、手動で設定

されるモード）になっている EtherChannel にしか適用されません。

スイッチが他のデバイス上での設定ミスを検出すると、EtherChannel ガードが、EtherChannel バンド

ル内のすべてのインターフェイスを errdisable にし、エラー メッセージを表示します。

この機能は、spanning-tree etherchannel guard misconfig グローバル コンフィギュレーション コマ

ンドでイネーブルにできます。

EtherChannel ガードのイネーブル化（任意）
スイッチで PVST+、ラピッド PVST+、または MSTP が稼働している場合、EtherChannel の設定の矛

盾を検出する EtherChannel ガード機能をイネーブルにできます。

EtherChannel ガードをイネーブルにするには、次の作業を行います。

ステップ 3 Switch(config)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 4 Switch# show spanning tree interface 4/4detail この設定がポートに作用していることを確認します。

コマンド 目的
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EtherChannel ガード機能をディセーブルにするには、no spanning-tree etherchannel guard 
misconfig グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

show interfaces status err-disabled 特権 EXEC コマンドを使用して、EtherChannel の設定ミスが原因

でディセーブルになっているスイッチ ポートを表示します。リモート デバイス上では、show 
etherchannel summary 特権 EXEC コマンドを使用して、EtherChannel の設定を確認できます。

設定を修正した後、誤って設定していたポート チャネル インターフェイス上で、shutdown および no 
shutdown インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを入力してください。

PortFast について
スパニングツリー PortFast を使用すると、レイヤ 2 アクセス ポートとして設定されたインターフェイ

スは、リスニング ステートおよびラーニング ステートを経ずに、ただちにフォワーディング ステート

に移行します。1 台のワークステーションまたはサーバに接続されたレイヤ 2 アクセス ポート上で 
PortFast を使用すると、スパニングツリーのコンバージェンスを待たずに、デバイスがただちにネット

ワークに接続されます。インターフェイスで Bridge Protocol Data Unit（BPDU; ブリッジ プロトコル 
データ ユニット）が受信されても、スパニングツリーがポートをブロッキング ステートにしません。

スパニングツリーは、設定されたステートが port fast のままで、トポロジ変更への参加を開始してい

る場合でも、ポートの動作ステートを non-port fast に設定します。

（注） PortFast の目的は、アクセス ポートがスパニングツリーのコンバージェンスを待機する時間を 小限

に抑えることです。したがって、PortFast はアクセス ポートで使用すると も効果的です。別のス

イッチに接続しているポートで PortFast をイネーブルにすると、スパニングツリー ループが作成され

るリスクがあります。

PortFast のイネーブル化

注意 PortFast は、単一のエンド ステーションをレイヤ 2 アクセス ポートに接続する場合に限って使用し

てください。そのように使用しない場合、ネットワーク ループが発生する可能性があります。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch(config)# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま

す。

ステップ 2 Switch(config)# spanning-tree etherchannel guard 
misconfig

EtherChannel ガードをイネーブルにします。

ステップ 3 Switch(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 Switch(config)# show spanning-tree summary 入力を確認します。

ステップ 5 Switch(config)# copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存

します。
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レイヤ 2 アクセス ポート上で PortFast をイネーブルにして、ただちにフォワーディング ステートに移

行させるには、次の作業を行います。

次に、ファスト イーサネット インターフェイス 5/8 上で PortFast をイネーブルにする例を示します。

Switch(config)# interface fastethernet 5/8 
Switch(config-if)# spanning-tree portfast 
Switch(config-if)# end 
Switch#

次に、設定を確認する例を示します。

Switch# show running-config interface fastethernet 5/8 
Building configuration...

Current configuration:
!
interface FastEthernet5/8
 no ip address
 switchport
 switchport access vlan 200
 switchport mode access
 spanning-tree portfast
end

Switch#

BPDU ガードについて
スパニングツリー BPDU ガードは、BPDU を受信する、PortFast が設定されたインターフェイスをス

パニングツリー ブロッキング ステートに移行させずに、シャットダウンします。有効な設定では、

PortFast が設定されたインターフェイスは BPDU を受信しません。PortFast が設定されたインター

フェイスが BPDU を受信した場合、認証されていないデバイスが接続された場合と同じように、無効

な設定として通知されます。管理者は手動でインターフェイスを再び動作させなければならないので、

BPDU ガード機能により、無効な設定に対する確実な対処が可能になります。

（注） BPDU ガード機能がイネーブルの場合、スパニングツリーは BPDU ガード機能を PortFast が設定され

たすべてのインターフェイスに適用します。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch(config)# interface {{fastethernet | 
gigabitethernet | tengigabitethernet} slot/port} 
| {port-channel port_channel_number}

設定するインターフェイスを選択します。

ステップ 2 Switch(config-if)# [no] spanning-tree portfast 単一のワークステーションまたはサーバに接続されたレ

イヤ 2 アクセス ポート上で PortFast をイネーブルにし

ます。

PortFast をディセーブルにするには、no キーワードを使

用します。

ステップ 3 Switch(config-if)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 4 Switch# show running interface {{fastethernet | 
gigabitethernet | tengigabitethernet} slot/port} 
| {port-channel port_channel_number}

設定を確認します。
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（注） ポートがシャットダウンされないようにするには、errdisable detect cause bpduguard 
shutdown vlan グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、違反が発生したポー

ト上の問題の VLAN だけをシャットダウンします。

BPDU ガードのイネーブル化
BPDU ガードをイネーブルにして、PortFast が設定された、BPDU を受信するインターフェイスを

シャットダウンするには、次の作業を行います。

次に、BPDU ガードをイネーブルにする例を示します。

Switch(config)# spanning-tree portfast bpduguard 
Switch(config)# end 
Switch#

次に、BPDU 設定を確認する例を示します。

Switch# show spanning-tree summary totals

Root bridge for: none.
PortFast BPDU Guard is enabled
Etherchannel misconfiguration guard is enabled
UplinkFast is disabled
BackboneFast is disabled
Default pathcost method used is short

Name                 Blocking Listening Learning Forwarding STP Active
-------------------- -------- --------- -------- ---------- ----------
            34 VLANs 0        0         0        36         36
Switch#

PortFast BPDU フィルタリングについて
Cisco IOS Release 12.2(25)EW 以降でサポートされる PortFast BPDU フィルタリングによって、管理

者はシステムが特定のポートで BPDU を送受信しないようにできます。

グローバルに設定された PortFast フィルタリングは、動作中のすべての PortFast ポートに適用されま

す。動作可能 PortFast ステートのポートは、ホストに接続されていると見なされ、通常は BPDU をド

ロップします。動作中の PortFast ポートが BPDU を受信すると、ポートはすぐに動作中の PortFast ス
テータスが解除されます。その場合、PortFast BPDU フィルタリングはこのポート上でディセーブルに

なり、STP はこのポート上で BPDU の送信を再開します。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch(config)# [no] spanning-tree portfast 
bpduguard 

スイッチの PortFast が設定されたすべてのインター

フェイス上で BPDU ガードをイネーブルにします。

BPDU ガードをディセーブルにするには、no キー

ワードを使用します。

ステップ 2 Switch(config)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 3 Switch# show spanning-tree summary totals BPDU の設定を確認します。
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また、PortFast BPDU フィルタリングはポート単位で設定することもできます。PortFast BPDU フィ

ルタリングをポート上で明示的に設定すると、そのポートは BPDU を送出しなくなり、受信した 
BPDU をすべてドロップします。

注意 ホストに接続されていないポート上で PortFast BPDU フィルタリングを明示的に設定した場合、

ポートは受信したすべての BPDU を無視してフォワーディング ステートになるので、ブリッジン

グ ループが発生する可能性があります。

PortFast BPDU フィルタリングをグローバルにイネーブル化し、PortFast BPDU フィルタリングのデ

フォルトでポートを設定した場合（「BackboneFast のイネーブル化」（P.23-17）を参照）、PortFast が 
PortFast BPDU フィルタリングをイネーブルまたはディセーブルにします。

ポートがデフォルトに設定されていない場合、PortFast の設定が PortFast BPDU フィルタリングに影

響することはありません。表 23-1 に、使用可能な PortFast BPDU フィルタリングの組み合わせを示し

ます。PortFast BPDU フィルタリングを使用すると、エンド ホストの接続直後に、アクセス ポートが

フォワーディング ステートに直接移行できます。

PortFast BPDU フィルタリングのイネーブル化
PortFast BPDU フィルタリングをグローバルにイネーブルにするには、次の作業を行います。

次に、ポート上で PortFast BPDU フィルタリングをイネーブルにする例を示します。

Switch(config)# spanning-tree portfast bpdufilter default 
Switch(config)# Ctrl-Z

次に、PVST+ モードで BPDU 設定を確認する例を示します。

Switch# show spanning-tree summary totals 
Root bridge for:VLAN0010
EtherChannel misconfiguration guard is enabled
Extended system ID   is disabled
Portfast             is enabled by default

表 23-1 PortFast BPDU フィルタリングのポート設定

ポート単位の設定

グローバル コンフィ

ギュレーション

PortFast ス
テート

PortFast BPDU フィルタリン

グ ステート 

デフォルト イネーブル イネーブル イネーブル1

1. ポートは 低 10 個の BPDU を送信します。このポートが BPDU を受信すると、PortFast および PortFast BPDU 
のフィルタリングはディセーブルになります。

デフォルト イネーブル ディセーブル ディセーブル

デフォルト ディセーブル N/A ディセーブル

ディセーブル N/A N/A ディセーブル

イネーブル N/A N/A イネーブル

コマンド 目的

ステップ 1 Switch(config)# spanning-tree portfast bpdufilter default スイッチ上で BPDU フィルタリングをグ

ローバルにイネーブルにします。

ステップ 2 Switch# show spanning-tree summary totals BPDU の設定を確認します。
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PortFast BPDU Guard  is disabled by default
Portfast BPDU Filter is enabled by default
Loopguard            is disabled by default
UplinkFast           is disabled
BackboneFast         is disabled
Pathcost method used is long

Name                   Blocking Listening Learning Forwarding STP Active
---------------------- -------- --------- -------- ---------- ----------
2 vlans                   0        0         0        3          3      

Switch#

（注） PVST+ については、第 20 章「STP および MST の設定」 を参照してください。

PortFast BPDU フィルタリングをイネーブルにするには、次の作業を行います。

次に、ファスト イーサネット ポート 4/4 上で PortFast BPDU フィルタリングをイネーブルにする例を

示します。

Switch(config)# interface fastethernet 4/4
Switch(config-if)# spanning-tree bpdufilter enable 
Switch(config-if)# ^Z

次に、PortFast BPDU フィルタリングがイネーブルになっていることを確認する例を示します。

Switch# show spanning-tree interface fastethernet 4/4

Vlan             Role Sts Cost      Prio.Nbr Status
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
VLAN0010         Desg FWD 1000      160.196  Edge P2p 

次に、ポート上の詳細を表示する例を示します。

Switch# show spanning-tree interface fastEthernet 4/4 detail 
 Port 196 (FastEthernet4/4) of VLAN0010 is forwarding 
   Port path cost 1000, Port priority 160, Port Identifier 160.196.
   Designated root has priority 32768, address 00d0.00b8.140a
   Designated bridge has priority 32768, address 00d0.00b8.140a
   Designated port id is 160.196, designated path cost 0
   Timers:message age 0, forward delay 0, hold 0
   Number of transitions to forwarding state:1
   The port is in the portfast mode by portfast trunk configuration
   Link type is point-to-point by default
   Bpdu filter is enabled
   BPDU:sent 0, received 0
Switch#

コマンド 目的

ステップ 1 Switch(config)# interface fastEthernet 4/4 設定するインターフェイスを選択します。

ステップ 2 Switch(config-if)# spanning-tree bpdufilter enable BPDU フィルタリングをイネーブルにします。

ステップ 3 Switch# show spanning-tree interface fastethernet 4/4 設定を確認します。
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UplinkFast について

（注） 配線クローゼット スイッチには、UplinkFast が も有効です。他のアプリケーションにこの機能を使

用しても、有効とは限りません。

スパニングツリー UplinkFast 機能は直接リンク障害後のコンバージェンスを高速化し、アップリンク 
グループを使用して冗長レイヤ 2 リンク間のロードバランシングを実行します。コンバージェンスと

は、特定のルーティング プロトコルを実行するインターネットワーキング デバイス グループがイン

ターネットワークのトポロジ変更後にそのトポロジに合意する速度と能力のことです。アップリンク 
グループは、（VLAN ごとの）レイヤ 2 インターフェイスの集合であり、いかなるときも、その中の 1 
つのインターフェイスだけが転送を行います。アップリンク グループは、（転送を行う）ルート ポート

と、ブロックされたポート（セルフループを行うポートを除く）の集合で構成されます。アップリンク 
グループは、転送中のリンクで障害が起きた場合に代替パスを提供します。

図 23-2 は、リンク障害が発生していないときのトポロジ例です。ルート スイッチであるスイッチ A 
は、リンク L1 を介してスイッチ B に、リンク L2 を介してスイッチ C に直接接続されています。ス

イッチ B に直接接続されているスイッチ C のレイヤ 2 インターフェイスは、ブロッキング ステートで

す。

図 23-2 直接リンク障害が発生する前の UplinkFast

スイッチ C が、現在アクティブ リンクであるルート ポート上の L2 でリンク障害（直接リンク障害）

を検出すると、UplinkFast はスイッチ C でブロックされていたポートのブロックを解除し、リスニン

グ ステートおよびラーニング ステートを経由せずに、ただちにフォワーディング ステートに移行させ

ます（図 23-3を参照）。このスイッチ オーバーに要する時間は 1 ～ 5 秒です。

L1

L2 L3

 C

 A
 B

11
24

1
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図 23-3 直接リンク障害が発生したあとの UplinkFast

UplinkFast のイネーブル化
UplinkFast は、ブリッジ プライオリティを 49,152 に高め、スイッチ上のすべてのインターフェイスの

スパニングツリー ポート コストに 3000 を追加して、スイッチがルート スイッチになるのを防ぎます。

max_update_rate値は、1 秒間に送信されるマルチキャスト パケット数を表します（デフォルトは 150 
pps です）。

ブリッジ プライオリティに設定されている VLAN 上では、UplinkFast をイネーブルにすることはでき

ません。ブリッジ プライオリティが設定されている VLAN 上で UplinkFast をイネーブルにするには、

グローバル コンフィギュレーション モードで no spanning-tree vlan vlan_ID priority コマンドを入力

して、VLAN のブリッジ プライオリティをデフォルトに戻します。

（注） UplinkFast をイネーブルにすると、スイッチのすべての VLAN に影響します。個々の VLAN 上で 
UplinkFast を設定することはできません。

UplinkFast をイネーブルにするには、次の作業を行います。

次に、UplinkFast をイネーブルにして、 大アップデート速度を 400 pps に設定する例を示します。

Switch(config)# spanning-tree uplinkfast max-update-rate 400 
Switch(config)# exit 
Switch#

次に、UplinkFast がイネーブルになった VLAN を確認する例を示します。

Switch# show spanning-tree uplinkfast 

L1

L2 L3

 C

 A
 B

UplinkFast 
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24
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コマンド 目的

ステップ 1 Switch(config)# [no] spanning-tree uplinkfast 
[max-update-rate max_update_rate] 

UplinkFast をイネーブルにします。

UplinkFast をディセーブルにして、デフォルト レート

を復元し、コマンドを使用する場合は、no キーワード

を使用します。

ステップ 2 Switch(config)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 3 Switch# show spanning-tree vlan vlan_ID VLAN 上で UplinkFast がイネーブルになっていること

を確認します。
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UplinkFast is enabled

Station update rate set to 150 packets/sec.

UplinkFast statistics
-----------------------
Number of transitions via uplinkFast (all VLANs)            :14
Number of proxy multicast addresses transmitted (all VLANs) :5308

Name                 Interface List
-------------------- ------------------------------------
VLAN1                Fa6/9(fwd), Gi5/7
VLAN2                Gi5/7(fwd)
VLAN3                Gi5/7(fwd)
VLAN4
VLAN5
VLAN6
VLAN7
VLAN8
VLAN10
VLAN15
VLAN1002             Gi5/7(fwd)
VLAN1003             Gi5/7(fwd)
VLAN1004             Gi5/7(fwd)
VLAN1005             Gi5/7(fwd)
Switch#

BackboneFast について
BackboneFast は、UplinkFast を補足するテクノロジーです。UplinkFast は、リーフノード スイッチに

直接接続するリンク上での障害に、迅速に対応するよう設計されていますが、バックボーン コアの間

接的な障害には効果がありません。BackboneFast は、 大エージング設定に基づいてトポロジを 適

化します。間接的な障害に対するデフォルトのコンバージェンス時間が、50 秒から 30 秒に短縮されま

す。ただし、BackboneFast によって転送遅延が解消されることはないため、直接の障害には効果があ

りません。

（注） BackboneFast は、ネットワークのすべてのスイッチ上でイネーブルにする必要があります。

スイッチが指定スイッチから、ルート ブリッジと指定ブリッジを同じスイッチとして識別する BPDU 
を受信する場合があります。これは本来ありえないことなので、この BPDU は不良と見なされます。

BPDU が不良と見なされるのは、指定スイッチからのリンクがルート ブリッジとのリンクを損失した

場合です。指定スイッチは、BPDU を送信して現在のルート ブリッジおよび指定ブリッジとしての状

態を伝えます。受信側スイッチは、 大エージング設定で定義された期間、不良 BPDU を無視します。

不良 BPDU を受信したあと、受信側スイッチはルート ブリッジへの代替パスがあるかどうかを確認し

ようとします。

• 不良 BPDU を受け取ったポートがすでにブロッキング モードであれば、スイッチ上のルート ポー

トとその他のブロックされたポートがルート ブリッジへの代替パスになります。

• 不良 BPDU がルート ポートに到達した場合には、そのときにブロックされたすべてのポートが

ルート ブリッジへの代替パスになります。また、下位 BPDU をルート ポートで受け取り、スイッ

チ上にブロックされたポートがほかにない場合、受信側スイッチはルート ブリッジへのリンクが

ダウンし、 大エージング設定で定義された時間が経過したと判断し、スイッチをルート スイッ

チに変更します。
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スイッチがルート ブリッジへの代替パスを見つけると、この新しい代替パスを使用します。この新し

いパスと、他のすべての代替パスは、Root Link Query（RLQ）BPDU の送信に使用されます。

BackboneFast がイネーブルの場合、不良 BPDU を受け取るとただちに RLQ BPDU が送信されます。

このプロセスにより、バックボーン リンク障害の場合にコンバージェンスが速くなる場合があります。

図 23-4 は、リンク障害が発生していないときのトポロジ例です。ルート スイッチであるスイッチ A は
リンク L1 を介してスイッチ B に、リンク L2 を介してスイッチ C に直接接続されています。この例で

は、スイッチ B のプライオリティがスイッチ A よりも低く、スイッチ C よりも高いため、スイッチ B 
が L3 の指定ブリッジになります。 終的に、スイッチ B に直接接続されているスイッチ C のレイヤ 2 
インターフェイスは、ブロッキング ステートになる必要があります。

図 23-4 間接リンク障害が発生する前の BackboneFast

次に、L1 に障害が発生したと仮定します。このセグメントに直接接続されているスイッチ A とスイッ

チ B は、すぐにリンクのダウンを認識します。スイッチ C のブロッキング インターフェイスは、ネッ

トワークが回復できるようにフォワーディング ステートを開始する必要があります。ただし、スイッ

チ C は L1 に直接接続していないため、 大エージング設定で定義された時間が経過するまで、通常の 
STP のルールに従って L3 上での BPDU 送信を開始しません。

BackboneFast が設定されていない STP 環境では、L1 に障害が発生した場合、スイッチ C はリンク L1 
に直接接続していないため、この障害を検出できません。ただし、スイッチ B は L1 を経由して直接

ルート スイッチに接続しているため障害を検出し、スイッチ B 自身をルートに選定します。スイッチ 
B はスイッチ C への設定 BDPU の送信を開始し、スイッチ B 自身をルートとしてリストします。

次のアクションは、BackboneFast を使用して、 大エージング設定（20 秒）の遅延で定義された時間

を短縮する場合にも発生します。

1. スイッチ C がスイッチ B から不良設定 BPDU を受信すると、スイッチ C は間接障害が発生したこ

とを推測します。

2. スイッチ C は RLQ を送信します。

3. スイッチ A は RLQ を受信します。スイッチ A はルート ブリッジであるため、RLQ 応答で自身を

ルート ブリッジにリストして応答します。

4. スイッチ C が既存のルート ポート上で RLQ 応答を受信すると、スイッチ C はルート ブリッジと

安定した接続を維持していることを認識します。スイッチ C は RLQ 要求を発信しているため、

RLQ 応答を他のスイッチに転送する必要はありません。

5. BackboneFast により、スイッチ C のブロックされたポートは、そのポートの 大エージング設定

で定義されている時間の経過を待たずに、ただちにリスニング ステートに移行します。

6. BackboneFast はスイッチ C のレイヤ 2 インターフェイスをフォワーディング ステートに移行さ

せ、スイッチ B からスイッチ A へのパスを提供します。

L1

L2 L3

 C

 A
 B
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BackboneFast  
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このスイッチオーバーに要する時間は約 30 秒で、デフォルトの転送遅延時間 15 秒が設定されている

場合の転送遅延時間の 2 倍です。

図 23-5 に、BackboneFast がリンク L1 で発生した障害に応じてどのようにトポロジーを再設定するか

を示します。

図 23-5 間接リンク障害が発生したあとの BackboneFast

図 23-6 に示すメディア共有型トポロジに新しいスイッチが組み込まれた場合、BackboneFast は起動さ

れません。これは、認識されている指定ブリッジ（スイッチ B）から不良 BPDU が着信しないためで

す。新しいスイッチは、ルート スイッチと称される不良 BPDU の送信を開始します。ただし、他のス

イッチはこれらの不良 BPDU を無視します。その結果、新しいスイッチはスイッチ B がルート スイッ

チであるスイッチ A への指定ブリッジであることを学習します。

図 23-6 メディア共有型トポロジにおけるスイッチの追加

L1

L2 L3
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BackboneFast のイネーブル化

（注） BackboneFast を有効にするには、ネットワークのすべてのスイッチ上で BackboneFast をイネーブル

にする必要があります。BackboneFast はサードパーティ製スイッチに対応していますが、トークンリ

ング VLAN 上ではサポートされていません。

BackboneFast をイネーブルにするには、次の作業を行います。

次に、BackboneFast をイネーブルにする例を示します。

Switch(config)# spanning-tree backbonefast 
Switch(config)# end 
Switch#

次に、BackboneFast がイネーブルになっていることを確認する例を示します。

Switch# show spanning-tree backbonefast 
BackboneFast is enabled

BackboneFast statistics
-----------------------
Number of transition via backboneFast (all VLANs) : 0
Number of inferior BPDUs received (all VLANs)     : 0
Number of RLQ request PDUs received (all VLANs)   : 0
Number of RLQ response PDUs received (all VLANs)  : 0
Number of RLQ request PDUs sent (all VLANs)       : 0
Number of RLQ response PDUs sent (all VLANs)      : 0
Switch# 

次に、ポート ステートのサマリーを表示する例を示します。

Switch#show spanning-tree summary
Root bridge for:VLAN0001, VLAN1002-VLAN1005
Extended system ID   is disabled
Portfast             is enabled by default
PortFast BPDU Guard  is disabled by default
Portfast BPDU Filter is enabled by default
Loopguard            is disabled by default
EtherChannel misconfiguration guard is enabled
UplinkFast           is enabled
BackboneFast         is enabled
Pathcost method used is short

Name                   Blocking Listening Learning Forwarding STP Active
---------------------- -------- --------- -------- ---------- ----------
VLAN0001                  0        0         0        3          3      
VLAN1002                  0        0         0        2          2      
VLAN1003                  0        0         0        2          2      

コマンド 目的

ステップ 1 Switch(config)# [no] spanning-tree backbonefast BackboneFast をイネーブルにします。

BackboneFast をディセーブルにする場合は、no 
キーワードを使用します。

ステップ 2 Switch(config)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 3 Switch# show spanning-tree backbonefast BackboneFast がイネーブルになっていることを確認

します。
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VLAN1004                  0        0         0        2          2      
VLAN1005                  0        0         0        2          2      
---------------------- -------- --------- -------- ---------- ----------
5 vlans                   0        0         0        11         11     
          
BackboneFast statistics
-----------------------
Number of transition via backboneFast (all VLANs)           :0
Number of inferior BPDUs received (all VLANs)               :0
Number of RLQ request PDUs received (all VLANs)             :0
Number of RLQ response PDUs received (all VLANs)            :0
Number of RLQ request PDUs sent (all VLANs)                 :0
Number of RLQ response PDUs sent (all VLANs)                :0
Switch#

次に、スパニングツリー ステート セクションのすべての行を表示する例を示します。

Switch# show spanning-tree summary totals
Root bridge for:VLAN0001, VLAN1002-VLAN1005
Extended system ID   is disabled
Portfast             is enabled by default
PortFast BPDU Guard  is disabled by default
Portfast BPDU Filter is enabled by default
Loopguard            is disabled by default
EtherChannel misconfiguration guard is enabled
UplinkFast           is enabled
BackboneFast         is enabled
Pathcost method used is short

Name                   Blocking Listening Learning Forwarding STP Active
---------------------- -------- --------- -------- ---------- ----------
5 vlans                   0        0         0        11         11     

BackboneFast statistics
-----------------------
Number of transition via backboneFast (all VLANs)           :0
Number of inferior BPDUs received (all VLANs)               :0
Number of RLQ request PDUs received (all VLANs)             :0
Number of RLQ response PDUs received (all VLANs)            :0
Number of RLQ request PDUs sent (all VLANs)                 :0
Number of RLQ response PDUs sent (all VLANs)                :0
Switch#
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EtherChannel およびリンク ステート トラッ
キングの設定

この章では、コマンドライン インターフェイス（CLI）を使用して Catalyst 4500 シリーズ スイッチ レ
イヤ 2 またはレイヤ 3 インターフェイス上で EtherChannel を設定する方法について説明します。設定

上の注意事項、設定手順、および設定例についても示します。

EtherChannel は、他のリンクに負荷を再分散させることによって、リンク切断から自動的に回復しま

す。リンク障害が発生した場合、EtherChannel は自動的に障害リンクからチャネル内の他のリンクに

トラフィックをリダイレクトします。この章では、リンクステート トラッキングを設定する方法につ

いても説明します。

この章の主な内容は、次のとおりです。

• 「EtherChannel について」（P.24-2）

• 「EtherChannel 設定時の注意事項および制約事項」（P.24-5）

• 「EtherChannel の設定」（P.24-6）

• 「EtherChannel の Virtual Switch System への表示」（P.24-16）

• 「リンクステート トラッキングの概要」（P.24-19）

• 「リンクステート トラッキングの設定」（P.24-21）

（注） 以降のコマンドは、スーパーバイザ エンジンのアップリンク ポートを含む Catalyst 4500 シリーズ ス
イッチ上のすべてのイーサネット インターフェイスで使用できます。

（注） この章で使用するスイッチ コマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL で『Cisco 
Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』と関連資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products//hw/switches/ps4324/index.html

『Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』に掲載されていないコマンドについては、より詳

細な Cisco IOS ライブラリを参照してください。次の URL でCisco IOS コマンド リファレンスと関連

資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html
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EtherChannel について
EtherChannel は、個々のイーサネット リンクを 1 つの論理リンクにバンドルし、Catalyst 4500 シリー

ズ スイッチと別のスイッチまたはホスト間で 大 1600 Mbps（Fast EtherChannel 全二重）、16 Gbps
（Gigabit EtherChannel）、または 40 Gbps（10 Gigabit EtherChannel）の帯域幅を可能にします。

Catalyst 4500 シリーズ スイッチ は、 大 64 個の EtherChannel をサポートしています。Catalyst 4500 
シリーズ スイッチにある複数のモジュール上の（設定に互換性のある）イーサネット インターフェイ

スを 8 つまで使用して、1 つの EtherChannel を形成できます。各 EtherChannel のすべてのインター

フェイスは同じ速度で、レイヤ 2 またはレイヤ 3 インターフェイスとして設定されている必要がありま

す。

（注） Catalyst 4500 シリーズ スイッチに接続するネットワーク デバイスによって、1 つの EtherChannel に
バンドルできるインターフェイス数が制限される場合があります。

EtherChannel 内のセグメントで障害が発生すると、障害リンク上でそれまで伝送されていたトラ

フィックがその EtherChannel 内の残りのセグメントに切り替えられます。セグメントに障害が発生す

ると、スイッチ、EtherChannel、障害リンクを特定する Simple Network Management Protocol
（SNMP; 簡易ネットワーク管理プロトコル）トラップが送信されます。EtherChannel の 1 つのセグメ

ントに着信したブロードキャストおよびマルチキャスト パケットが、EtherChannel の別のセグメント

に戻されることはありません。

（注） Catalyst 4500 シリーズ スイッチのポート チャネル リンク障害のスイッチオーバーには、50 ミリ秒か

かり、SONET のようなリンク障害のスイッチオーバー時間を提供します。

ここでは、EtherChannel の機能について説明します。

• 「ポート チャネル インターフェイス」（P.24-2）

• 「EtherChannel の設定」（P.24-3）

• 「ロード バランシング」（P.24-5）

ポート チャネル インターフェイス

各 EtherChannel には、番号付きのポート チャネル インターフェイスが 1 つずつあります。ポート 
チャネル インターフェイスに適用される設定は、そのインターフェイスに割り当てられたすべての物

理インターフェイスに影響します。

（注） QoS（Quality of Service）はメンバに伝播しません。デフォルトは QoS cos = 0 および QoS dscp = 0 
で、ポート チャネルに適用されます。個々のインターフェイスに適用される入力および出力ポリシー

は無視されます。

EtherChannel を設定したあとで、ポート チャネル インターフェイスに適用する設定は、EtherChannel 
に対して有効になります。一方、物理インターフェイスに適用する設定は、適用先のインターフェイス

だけに有効です。EtherChannel のすべてのポートのパラメータを変更するには、ポート チャネル イン

ターフェイスに対してコンフィギュレーション コマンドを適用してください（このようなコマンドに

は、Spanning-Tree Protocol（STP; スパニングツリー プロトコル）コマンドや、レイヤ 2 
EtherChannel をトランクとして設定するコマンドがあります）。
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EtherChannel の設定

ここでは、EtherChannel の設定方法について説明します。

• 「EtherChannel の設定の概要」（P.24-3）

• 「EtherChannel の手動設定」（P.24-3）

• 「PAgP EtherChannel の設定」（P.24-3）

• 「IEEE 802.3ad LACP EtherChannel の設定」（P.24-4）

EtherChannel の設定の概要

EtherChannel を形成するには、EtherChannel を手動で設定するか、Port Aggregation Control Protocol
（PAgP）または Link Aggregation Control Protocol（LACP）（Cisco IOS Release 12.2(25)EWA以降）

を使用できます。EtherChannel プロトコルを使用すると、接続先のネットワーク デバイスとダイナ

ミックにネゴシエーションを行うことにより、同様な特性を持つポートが EtherChannel を形成できま

す。PAgP はシスコ システムズ独自のプロトコルであり、LACP は IEEE 802.3ad で定義されています。

PAgP と LACP は相互動作しません。PAgP を使用するように設定されたポートは、LACP を使用する

ように設定されたポートと EtherChannel を形成できず、その逆もまた不可能です。

表 24-1 に、ユーザ設定可能な EtherChannel モードを示します。

EtherChannel の手動設定

手動で設定された EtherChannel ポートは、EtherChannel プロトコル パケットを交換しません。

EtherChannel 内のすべてのポートを互換性がある設定にした場合のみ、手動で設定された 
EtherChannel が形成されます。

PAgP EtherChannel の設定

PAgP を使用すると、LAN ポート間で PAgP パケットを交換することにより、EtherChannel を自動的

に作成できます。PAgP パケットが交換されるのは、auto モードおよび desirable モードのポート間に

限られます。

表 24-1 EtherChannel のモード

モード 説明

on LAN ポートを無条件かつ強制的にチャネル化するモード。on モードでは、on モードの 
LAN ポート グループが、on モードの別の LAN ポート グループに接続されている場合に

だけ、使用可能な EtherChannel が存在します。on モードで設定されたポートはネゴシ

エーションを行わないため、ポート間のネゴシエーション トラフィックはありません。

auto PAgP モード。LAN ポートをパッシブ ネゴシエーション ステートにします。ポートは受

信した PAgP パケットには応答しますが、PAgP ネゴシエーションは開始しません。

desirable PAgP モード。LAN ポートをアクティブ ネゴシエーション ステートにします。ポートは 
PAgP パケットを送信して、他の LAN ポートとのネゴシエーションを開始します。

passive LACP モード。ポートをパッシブ ネゴシエーション ステートにします。ポートは受信し

た LACP パケットには応答しますが、LCAP ネゴシエーションは開始しません。

active LACP モード。ポートをアクティブ ネゴシエーション ステートにします。ポートは 
LACP パケットを送信して、他のポートとのネゴシエーションを開始します。
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EtherChannel について

このプロトコルは、LAN ポート グループの機能を動的に「学習」して、他の LAN ポートに通知しま

す。PAgP は、正確に一致しているイーサネット リンクを識別すると、これらのリンクを 1 つの 
EtherChannel としてまとめます。その後、その EtherChannel が単一のブリッジ ポートとしてスパニン

グツリーに追加されます。

PAgP は、auto モードおよび desirable モードでの両方で LAN ポート間のネゴシエーションを行い、

ポート速度、トランキング ステートなどの基準に基づいて LAN ポートが EtherChannel を形成できる

かどうかを判別します。レイヤ 2 EtherChannel は VLAN 番号も使用します。

LAN ポート間で PAgP モードが異なっていても、モード間で互換性がある限り、EtherChannel を形成

できます。次に例を示します。

• desirable モードの LAN ポートは、desirable モードの別の LAN ポートと EtherChannel を形成で

きます。

• desirable モードの LAN ポートは、auto モードの別の LAN ポートと EtherChannel を形成できま

す。

• auto モードの LAN ポートは、双方のポートがネゴシエーションを開始しないため、auto モード

の他の LAN ポートと EtherChannel を形成できません。

IEEE 802.3ad LACP EtherChannel の設定

Cisco IOS Release 12.2(25)EWA 以降のリリースは、IEEE 802.3ad LACP EtherChannel をサポートし

ています。LACP では、LAN ポート間で LACP パケットを交換することによって、EtherChannel の自

動作成をサポートしています。LACP パケットが交換されるのは、passive および active モードのポー

ト間に限られます。

このプロトコルは、LAN ポート グループの機能を動的に「学習」して、他の LAN ポートに通知しま

す。LACP は、正確に一致しているイーサネット リンクを識別すると、それらのリンクを 1 つの 
EtherChannel としてまとめます。その後、その EtherChannel が単一のブリッジ ポートとしてスパニン

グツリーに追加されます。

passive モードおよび active モードでは、LACP は LAN ポート間でネゴシエーションを行い、ポート

速度、トランキング ステートなどの一定の基準に従って EtherChannel を形成できるかどうかを判別し

ます。レイヤ 2 EtherChannel は VLAN 番号も使用します。

LAN ポート間で LACP モードが異なっていても、モード間で互換性がある限り、EtherChannel を形成

できます。次に例を示します。

• active モードの LAN ポートは、active モードの別の LAN ポートと EtherChannel を形成できま

す。

• active モードの LAN ポートは、passive モードの別の LAN ポートと EtherChannel を形成できま

す。

• passive モードの LAN ポートは、双方のポートがネゴシエーションを開始しないため、passive 
モードの他の LAN ポートと EtherChannel を形成できません。

LACP では次のパラメータを使用します。

• LACP システム プライオリティ：LACP が動作する各スイッチ上で、LACP システム プライオリ

ティを設定できます。システム プライオリティは、自動的に設定することも、CLI を使用して設

定することもできます。「LACP のシステム プライオリティおよびシステム ID の設定」（P.24-13）
を参照してください。LACP は、システム プライオリティとスイッチの MAC アドレスを組み合

わせてシステム ID を形成します。また、これを他のシステムとのネゴシエーション時にも使用し

ます。
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EtherChannel 設定時の注意事項および制約事項

（注） LACP システム ID は、LACP システム プライオリティ値とスイッチの MAC アドレスを

組み合わせたものです。

• LACP ポート プライオリティ：LACP を使用するように設定されたポートごとに、LACP ポート 
プライオリティを設定する必要があります。ポート プライオリティは、自動的に設定することも、

CLI を使用して設定することもできます。「レイヤ 2 EtherChannel の設定」（P.24-10）を参照して

ください。LACP はポート プライオリティとポート番号を使用してポート ID を形成します。

• LACP 管理キー：LACP は、LACP を使用するように設定されたポートごとに、チャネル グルー

プ ID 番号と同じ管理キー値を自動的に設定します。管理用のキーは、ポートが他のポートと集約

できる能力を定義します。他のポートとの集約を行うポートの能力は、次の要因によって決まりま

す。

– データ レート、デュプレックス機能、ポイントツーポイントや共有メディアなどのポートの

物理特性

– ユーザによる設定に関する制限事項

LACP は、 大数の互換ポートを EtherChannel に設定しようとします（ハードウェア上の 大許容数

は 8 ポートです）。ポートをチャネルにアクティブとして組み込めない場合は、チャネル ポートで障害

が発生した場合にも自動的に組み込まれません。

（注） スタンバイおよび「サブチャネル化」は LACP および PAgP でサポートされません。

ロード バランシング

EtherChannel は、チャネルのリンクに対するトラフィック負荷のバランスを取ります。つまり 
EtherChannel は、フレーム内のアドレスやポートで構成されるバイナリ パターンの一部を数値化し、

チャネル内のリンクの 1 つを選択します。負荷のバランスを取るために、EtherChannel は、MAC アド

レス、IP アドレス、またはレイヤ 4 ポート番号と、メッセージの送信元、メッセージの宛先、または

両方を使用します。

設定で一番種類が多くなるオプションを使用してください。たとえば、チャネルのトラフィックが単一

の MAC アドレスのみに送信される場合、宛先 MAC アドレスを使用すると、常にチャネル内の同じリ

ンクが選択されてしまいます。送信元アドレスまたは IP アドレスを使用する方が、ロード バランシン

グの効果が上がります。

（注） ロード バランシングは、グローバルにのみ設定可能です。したがって、すべてのチャネル（手動設定、

PAgP、または LACP）は同じロード バランシング方式を使用します。

ロード バランシングについての詳細は、「EtherChannel ロード バランシングの設定」（P.24-14）を参

照してください。

EtherChannel 設定時の注意事項および制約事項
EtherChannel インターフェイスの設定に問題があると、ネットワーク ループなどの問題を回避するた

めに、EtherChannel インターフェイスが自動的にディセーブルになります。次の注意事項と制約事項

に従って、設定時に問題が起こらないようにしてください。
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• すべてのモジュールのイーサネット インターフェイスはすべて、物理的に連続しているかまたは

同一モジュール上といったインターフェイスに関する要件のない EtherChannel（ 大 8 つのイン

ターフェイス）をサポートしています。

• EtherChannel のすべてのインターフェイスを、同じ速度およびデュプレックス モードで動作する

ように設定します。

• EtherChannel のすべてのインターフェイスをイネーブルにします。EtherChannel 内のインター

フェイスをディセーブルにすると、リンク障害として処理され、そのインターフェイスのトラ

フィックが EtherChannel 内の残りのインターフェイスの 1 つに転送されます。

• インターフェイスの 1 つがスイッチド ポート アナライザ（SPAN）宛先ポートの場合、

EtherChannel は形成されません。

• レイヤ 3 EtherChannel の場合

– レイヤ 3 アドレスを、チャネルの物理インターフェイスではなく、ポート チャネルの論理イン

ターフェイスに割り当てます。

• レイヤ 2 EtherChannel の場合

– EtherChannel 内のすべてのインターフェイスを同じ VLAN に割り当てるか、またはトランク

として設定してください。

– トランク インターフェイスから EtherChannel を設定する場合は、すべてのトランクでトラン

キング モードとネイティブ VLAN が同じであることを確認してください。EtherChannel のイ

ンターフェイスのトランク モードが異なる、またはネイティブ VLAN が異なる場合、予期し

ない結果を招くことがあります。

– EtherChannel は、トランキング レイヤ 2 EtherChannel 内のすべてのインターフェイスで同じ

許容範囲の VLAN をサポートしています。選択したインターフェイスの許容範囲が異なる場

合、インターフェイスは EtherChannel を形成しません。

– STP ポート パス コストが異なるインターフェイスは、互換性がある設定を行っている限り、

EtherChannel を形成できます。異なる STP ポート パス コストを設定しても、EtherChannel 
のインターフェイスの互換性は損なわれません。

• EtherChannel を設定したあとで、ポート チャネル インターフェイスに適用するすべての設定は、

EtherChannel に対して有効になります。一方、物理インターフェイスに適用するすべての設定は、

設定するインターフェイスだけに有効です。

ストーム制御はこの規則の例外です。たとえば、EtherChannel の一部のメンバにストーム制御を

設定することはできません。ストーム制御はすべてのポートに対して設定するか、設定しないかの

どちらかにする必要があります。一部のポートだけにストーム制御を設定した場合は、それらの

ポートが EtherChannel インターフェイスからドロップされます（suspended ステートになりま

す）。ストーム制御は物理インターフェイス レベルではなく、ポート チャネル インターフェイス 
レベルで設定してください。

• ポート セキュリティがイネーブルである物理インターフェイスは、ポート セキュリティが 
EtherChannel 上でもイネーブルである場合にのみ、レイヤ 2 EtherChannel に加入できます。イ

ネーブルでない場合、コマンドは CLI によって拒否されます。

• 802.1X ポートに EtherChannel は設定できません。

EtherChannel の設定
ここでは、EtherChannel を設定する手順について説明します。

• 「レイヤ 3 EtherChannel の設定」（P.24-7）

• 「レイヤ 2 EtherChannel の設定」（P.24-10）
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• 「スタンドアロン LACP 設定または独立モード」（P.24-12）

• 「LACP のシステム プライオリティおよびシステム ID の設定」（P.24-13）

• 「EtherChannel ロード バランシングの設定」（P.24-14）

• 「EtherChannel からのインターフェイスの削除」（P.24-15）

• 「EtherChannel の削除」（P.24-15）

（注） インターフェイスが正しく設定されていることを確認してください。「EtherChannel 設定時の注意事項

および制約事項」（P.24-5）を参照してください。

レイヤ 3 EtherChannel の設定

レイヤ 3 EtherChannel を設定するには、ポート チャネル論理インターフェイスを作成し、イーサネッ

ト インターフェイスをポート チャネルにします。

ここでは、レイヤ 3 EtherChannel の設定について説明します。

• 「ポートチャネル論理インターフェイスの作成」（P.24-7）

• 「物理インターフェイスのレイヤ 3 EtherChannel としての設定」（P.24-8）

ポートチャネル論理インターフェイスの作成

（注） IP アドレスを物理インターフェイスから EtherChannel に移動させるには、ポート チャネル インター

フェイスを設定する前に物理インターフェイスから IP アドレスを削除する必要があります。

レイヤ 3 EtherChannel 用のポート チャネル インターフェイスを作成するには、次の作業を行います。

次に、インターフェイス Port-channel 1 を作成する例を示します。

Switch# configure terminal 
Switch(config)# interface port-channel 1 
Switch(config-if)# ip address 172.32.52.10 255.255.255.0 
Switch(config-if)# end 

次に、インターフェイス Port-channel 1 の設定を確認する例を示します。

Switch# show running-config interface port-channel 1 
Building configuration...

Current configuration:

コマンド 目的

ステップ 1 Switch(config)# interface port-channel 
port_channel_number 

ポート チャネル インターフェイスを作成します。

port_channel_number の値の範囲は 1 ～ 64 です。

ステップ 2 Switch(config-if)# ip address ip_address mask EtherChannel に IP アドレスおよびサブネット マスクを

割り当てます。

ステップ 3 Switch(config-if)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 4 Switch# show running-config interface 
port-channel port_channel_number 

設定を確認します。
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!
interface Port-channel1
 ip address 172.32.52.10 255.255.255.0
 no ip directed-broadcast
end

Switch#

物理インターフェイスのレイヤ 3 EtherChannel としての設定

物理インターフェイスをレイヤ 3 EtherChannel として設定するには、各インターフェイスで次の作業

を行います。

次に、ファスト イーサネット インターフェイス 5/4 および 5/5 を、ポート チャネル 1、PAgP モード 
desirable に設定する例を示します。

Switch# configure terminal 
Switch(config)# interface range fastethernet 5/4 - 5 (Note: Space is mandatory.)
Switch(config-if)# no switchport 
Switch(config-if)# no ip address 
Switch(config-if)# channel-group 1 mode desirable 
Switch(config-if)# end 

（注） range キーワードの詳細については、「インターフェイス範囲の設定」（P.7-4）を参照してください。

次に、ファスト イーサネット インターフェイス 5/4 の設定を確認する例を 2 つ示します。

Switch# show running-config interface fastethernet 5/4 

コマンド 目的

ステップ 1 Switch(config)# interface {fastethernet | 
gigabitethernet | tengigabitethernet} slot/port 

設定する物理インターフェイスを選択します。

ステップ 2 Switch(config-if)# no switchport このインターフェイスをレイヤ 3 ルーテッド ポート

にします。

ステップ 3 Switch(config-if)# no ip address この物理インターフェイスに IP アドレスが割り当て

られていないことを確認します。

ステップ 4 Switch(config-if)# channel-group port_channel_number 
mode {active | on | auto | passive | desirable} 

ポート チャネルでインターフェイスを設定し、

PAgP または LACP モードを指定します。

PAgP を使用する場合、キーワード auto または 
desirable を入力します。

LACP を使用する場合は、キーワード active または 
passive を入力します。

ステップ 5 Switch(config-if)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 6 Switch# show running-config interface port-channel 
port_channel_number 

Switch# show running-config interface {fastethernet 
| gigabitethernet | tengigabitethernet} slot/port 

Switch# show interfaces {fastethernet | 
gigabitethernet | tengigabitethernet} slot/port 
etherchannel 

Switch# show etherchannel 1 port-channel 

設定を確認します。
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Building configuration...

Current configuration:
!
interface FastEthernet5/4
no ip address
no switchport
no ip directed-broadcast

 channel-group 1 mode desirable
end

Switch# show interfaces fastethernet 5/4 etherchannel 
Port state    = EC-Enbld Up In-Bndl Usr-Config
Channel group = 1           Mode = Desirable     Gcchange = 0
Port-channel  = Po1         GC   = 0x00010001    Pseudo-port-channel = Po1
Port indx     = 0           Load = 0x55

Flags:  S - Device is sending Slow hello.  C - Device is in Consistent state.
        A - Device is in Auto mode.        P - Device learns on physical port.
Timers: H - Hello timer is running.        Q - Quit timer is running.
        S - Switching timer is running.    I - Interface timer is running.

Local information:
                                Hello    Partner  PAgP     Learning  Group
Port      Flags State   Timers  Interval Count   Priority   Method  Ifindex
Fa5/4     SC    U6/S7           30s      1        128        Any      55

Partner's information:

          Partner              Partner          Partner         Partner Group
Port      Name                 Device ID        Port       Age  Flags   Cap.
Fa5/4     JAB031301            0050.0f10.230c   2/45         1s SAC     2D

Age of the port in the current state: 00h:54m:52s

Switch# 

次に、インターフェイス ポート チャネル 1 を設定したあとで、インターフェイスの設定を確認する例

を示します。

Switch# show etherchannel 1 port-channel 

                Channel-group listing:
                ----------------------
Group: 1
------------

                Port-channels in the group:
                ----------------------
Port-channel: Po1
------------

Age of the Port-channel   = 01h:56m:20s
Logical slot/port   = 10/1           Number of ports = 2
GC                  = 0x00010001      HotStandBy port = null
Port state          = Port-channel L3-Ag Ag-Inuse

Ports in the Port-channel:

Index   Load   Port
-------------------
  1     00 Fa5/6
  0     00  Fa5/7
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Time since last port bundled:    00h:23m:33s    Fa5/6

Switch#

レイヤ 2 EtherChannel の設定

レイヤ 2 EtherChannel を設定するには、channel-group コマンドでイーサネット インターフェイスを

設定します。この操作は、ポート チャネル論理インターフェイスを作成します。

（注） channel-group コマンドでレイヤ 2 イーサネット インターフェイスを設定すると、Cisco IOS ソフト

ウェアはレイヤ 2 EtherChannel のポート チャネル インターフェイスを作成します。

レイヤ 2 イーサネット インターフェイスをレイヤ 2 EtherChannel として設定するには、各インター

フェイスで次の作業を行います。

次に、ファスト イーサネット インターフェイス 5/6 および 5/7 を、ポート チャネル 2、PAgP モード 
desirable に設定する例を示します。

Switch# configure terminal 
Switch(config)# interface range fastethernet 5/6 - 7 (Note: Space is mandatory.)
Switch(config-if-range)# channel-group 2 mode desirable 
Switch(config-if-range)# end 
Switch# end 

（注） range キーワードの詳細については、「インターフェイス範囲の設定」（P.7-4）を参照してください。

次に、インターフェイス Port-channel 2 の設定を確認する例を示します。

Switch# show running-config interface port-channel 2 
Building configuration...

Current configuration:
!
interface Port-channel2

コマンド 目的

ステップ 1 Switch(config)# interface {fastethernet | gigabitethernet 
| tengigabitethernet} slot/port 

設定する物理インターフェイスを選択しま

す。

ステップ 2 Switch(config-if)# channel-group port_channel_number mode 
{active | on | auto | passive | desirable} 

ポート チャネルでインターフェイスを設定

し、PAgP または LACP モードを指定します。

PAgP を使用する場合、キーワード auto また

は desirable を入力します。

LACP を使用する場合は、キーワード active 
または passive を入力します。

ステップ 3 Switch(config-if)# end コンフィギュレーション モードを終了しま

す。

ステップ 4 Switch# show running-config interface {fastethernet | 
gigabitethernet} slot/port 

Switch# show interface {fastethernet | gigabitethernet | 
tengigabitethernet} slot/port etherchannel 

設定を確認します。
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switchport access vlan 10
 switchport mode access
end

Switch# 

次に、ファスト イーサネット インターフェイス 5/6 の設定を確認する例を 2 つ示します。

Switch# show running-config interface fastethernet 5/6 
Building configuration...

Current configuration:
!
interface FastEthernet5/6
switchport access vlan 10

 switchport mode access
 channel-group 2 mode desirable
end

Switch# show interfaces fastethernet 5/6 etherchannel 
Port state    = EC-Enbld Up In-Bndl Usr-Config
Channel group = 1           Mode = Desirable     Gcchange = 0
Port-channel  = Po1         GC   = 0x00010001 
Port indx     = 0           Load = 0x55

Flags:  S - Device is sending Slow hello.  C - Device is in Consistent state.
        A - Device is in Auto mode.        P - Device learns on physical port.
        d - PAgP is down.
Timers: H - Hello timer is running.        Q - Quit timer is running.
        S - Switching timer is running.    I - Interface timer is running.
Local information:
                                Hello    Partner  PAgP     Learning  Group
Port      Flags State   Timers  Interval Count   Priority   Method  Ifindex
Fa5/6     SC    U6/S7           30s      1        128        Any      56

Partner's information:

          Partner              Partner          Partner         Partner Group
Port      Name                 Device ID        Port       Age  Flags   Cap.
Fa5/6     JAB031301            0050.0f10.230c   2/47        18s SAC     2F

Age of the port in the current state: 00h:10m:57s

次に、インターフェイス ポート チャネル 2 を設定したあとで、インターフェイスの設定を確認する例

を示します。

Switch# show etherchannel 2 port-channel 
                Port-channels in the group:
                ----------------------

Port-channel: Po2
------------

Age of the Port-channel   = 00h:23m:33s
Logical slot/port   = 10/2           Number of ports in agport = 2
GC                  = 0x00020001      HotStandBy port = null
Port state          = Port-channel Ag-Inuse

Ports in the Port-channel:

Index   Load   Port
-------------------
  1     00  Fa5/6
  0     00  Fa5/7
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Time since last port bundled:    00h:23m:33s    Fa5/6

Switch# 

スタンドアロン LACP 設定または独立モード

この機能は、レイヤ 2 LACP EtherChannel 内のポート（A）がピアの応答しないポート（B）に接続す

るときに特に関連しています。スタンドアロン LACP が EtherChannel でディセーブルの場合、A に到

着したすべてのトラフィックがブロックされます（スイッチのデフォルト動作）。一部のシナリオでは、

このようなポートに管理トラフィックを許可する場合があります。LACP のスタンドアロン（または独

立した）モードをイネーブルにすると、この操作を実行できます。

（注） このport-channel standalone-disable コマンドはレイヤ 2 EtherChannel だけに適用されます。

（注） LACP のスタンドアロン ディセーブルはデフォルトでイネーブルです。

スタンドアロン LACP または独立モードを設定するには、次の作業を行います。

次に、スタンドアロン LACP モードを設定する例を示します。

Switch# configure terminal 
Switch(config)# interface port-channel 1 
Switch(config-if)# switchport
Switch(config-if)# exit
Switch(config)# int gi3/1
Switch(config-if)# channel-group 1 mode active
Switch(config-if)# exit
Switch(config)# interface port-channel 1
Switch(config-if)# no port-channel standalone-disable
Ports of Po12 already in suspend (S) mode require a shut/no shut.
Switch(config-if)# end 

次に、インターフェイス Port-channel 1 の設定を確認する例を示します。

Switch# show running-config interface port-channel 1 
Building configuration...

Current configuration:
!
interface Port-channel1
  switchport

コマンド 目的

ステップ 1 Switch(config)# no port-channel standalone-disable

Switch(config)# port-channel standalone-disable

スタンドアロン LACP または独立モードをイ

ネーブルにします。

デフォルト値に戻します。

ステップ 2 Switch(config-if)# end コンフィギュレーション モードを終了しま

す。

ステップ 3 Switch# show running configuration {fastethernet | 
gigabitethernet} slot/port port-channel 
port_channel_number

設定を確認します。
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  no port-channel standalone-disable
end

Switch#

次に、インターフェイス Port-channel 1 の状態を確認する例を示します。

Switch# show etherchannel 1 port-channel
                Port-channels in the group: 
                ---------------------------
Port-channel: Po13    (Primary Aggregator)
------------
Age of the Port-channel   = 0d:00h:07m:57s
Logical slot/port   = 11/13          Number of ports = 0
Port state          = Port-channel Ag-Not-Inuse 
Protocol            =   LACP
Port security       = Disabled
Standalone          = Enabled (independent mode)
Switch#

LACP のシステム プライオリティおよびシステム ID の設定

LACP システム ID は、LACP システム プライオリティ値とスイッチの MAC アドレスを組み合わせた

ものです。

LACP システム プライオリティおよびシステム ID を設定するには、次の作業を行います。

次に、LACP のシステム プライオリティを設定する例を示します。

Switch# configure terminal 
Switch(config)# lacp system-priority 23456
Switch(config)# end 
Switch# show module

Mod  Ports Card Type                              Model             Serial No.
----+-----+--------------------------------------+-----------------+-----------
 1      2  1000BaseX (GBIC) Supervisor(active)    WS-X4014          JAB063808YZ
 2     48  10/100BaseTX (RJ45)                    WS-X4148-RJ       JAB0447072W
 3     48  10/100BaseTX (RJ45)V                   WS-X4148-RJ45V    JAE061704J6
 4     48  10/100BaseTX (RJ45)V                   WS-X4148-RJ45V    JAE061704ML

 M MAC addresses                    Hw  Fw           Sw               Status
--+--------------------------------+---+------------+----------------+---------
 1 0005.9a39.7a80 to 0005.9a39.7a81 2.1 12.1(12r)EW  12.1(13)EW(0.26) Ok
 2 0002.fd80.f530 to 0002.fd80.f55f 0.1                               Ok
 3 0009.7c45.67c0 to 0009.7c45.67ef 1.6                               Ok
 4 0009.7c45.4a80 to 0009.7c45.4aaf 1.6                               Ok

コマンド 目的

ステップ 1 Switch(config)# lacp system-priority 
priority_value

（LACP で任意）LACP システム プライオリティおよび

システム ID を設定します。

有効な値は 1 ～ 65535 です。値が大きいほど、プライオ

リティは低くなります。デフォルトは 32768 です。

Switch(config)# no system port-priority デフォルト値に戻します。

ステップ 2 Switch(config)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 3 Switch# show lacp sys-id 設定を確認します。
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次に、設定を確認する例を示します。

Switch# show lacp sys-id 
23456,0050.3e8d.6400
Switch# 

システム プライオリティが 初に表示され、次にスイッチの MAC アドレスが表示されます。

EtherChannel ロード バランシングの設定

（注） ロード バランシングは、グローバルにのみ設定可能です。したがって、すべてのチャネル（手動設定、

PAgP、または LACP）は同じロード バランシング方式を使用します。

EtherChannel ロード バランシングを設定するには、次の作業を行います。

ロードバランシングのキーワードは次の値を示します。

• src-mac：送信元の MAC アドレス

• dst-mac：宛先 MAC アドレス

• src-dst-mac：送信元および宛先の MAC アドレス

• src-ip：送信元の IP アドレス

• dst-ip：宛先 IP アドレス

• src-dst-ip：送信元および宛先 IP アドレス（デフォルト）

• src-port：送信元のレイヤ 4 ポート

• dst-port：宛先レイヤ 4 ポート

• src-dst-port：送信元および宛先のレイヤ 4 ポート

次に、送信元および宛先 IP アドレスを使用するように EtherChannel を設定する例を示します。

Switch# configure terminal 
Switch(config)# port-channel load-balance src-dst-ip
Switch(config)# end 
Switch# 

次に、設定を確認する例を示します。

Switch# show etherchannel load-balance 
EtherChannel Load-Balancing Configuration:
        src-dst-ip

EtherChannel Load-Balancing Addresses Used Per-Protocol:
Non-IP: Source XOR Destination MAC address
  IPv4: Source XOR Destination IP address

コマンド 目的

ステップ 1 Switch(config)# [no] port-channel load-balance 
{src-mac | dst-mac | src-dst-mac | src-ip | 
dst-ip | src-dst-ip | src-port | dst-port | 
src-dst-port}

EtherChannel ロードバランスを設定します。

EtherChannel ロード バランシングをデフォルト設定に

戻すには、no キーワードを使用します。

ステップ 2 Switch(config)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 3 Switch# show etherchannel load-balance 設定を確認します。
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  IPv6: Source XOR Destination IP address
Switch#

EtherChannel からのインターフェイスの削除

EtherChannel からイーサネット インターフェイスを削除するには、次の作業を行います。

次に、ファスト イーサネット インターフェイス 5/4 および 5/5 を、ポート チャネル 1 から削除する例

を示します。

Switch# configure terminal 
Switch(config)# interface range fastethernet 5/4 - 5 (Note: Space is mandatory.)
Switch(config-if)# no channel-group 1 
Switch(config-if)# end 

EtherChannel の削除

EtherChannel を削除すると、メンバ ポートがシャットダウンされ、チャネル グループから削除されま

す。

（注） EtherChannel をレイヤ 2 からレイヤ 3 に、またはレイヤ 3 からレイヤ 2 に変更する場合、

EtherChannel を削除し、適切な設定で再び作成する必要があります。

EtherChannel を削除するには、次の作業を行います。

次に、ポート チャネル 1 を削除する例を示します。

Switch# configure terminal 
Switch(config)# no interface port-channel 1 
Switch(config)# end 

コマンド 目的

ステップ 1 Switch(config)# interface {fastethernet | 
gigabitethernet | tengigabitethernet} slot/port 

設定する物理インターフェイスを選択します。

ステップ 2 Switch(config-if)# no channel-group ポート チャネル インターフェイスからインターフェイ

スを削除します。

ステップ 3 Switch(config-if)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 4 Switch# show running-config interface 
{fastethernet | gigabitethernet | 
tengigabitethernet} slot/port 
Switch# show interface {fastethernet | 
gigabitethernet | tengigabitethernet} slot/port 
etherchannel 

設定を確認します。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch(config)# no interface port-channel 
port_channel_number 

ポート チャネル インターフェイスを削除します。

ステップ 2 Switch(config)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 3 Switch# show etherchannel summary 設定を確認します。
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 EtherChannel の Virtual Switch System への表示
Catalyst 4500 シリーズ スイッチは拡張 PAgP をサポートします。Catalyst 4500 シリーズ スイッチが 
PAgP EtherChannel を使用して Catalyst 6500 シリーズ Virtual Switch System（VSS）に接続されてい

る場合は、Catalyst 4500 シリーズ スイッチが、自動的に、デュアルアクティブ検出用のこの 
EtherChannel 上で拡張 PAgP を使用して、VSS クライアントになります。この VSS クライアント機能

は、Catalyst 4500 シリーズ スイッチのパフォーマンスに影響を与えることはなく、ユーザによる設定

も必要ありません。

ここでは、次の内容について説明します。

• 「VSS クライアントの概要」（P.24-16）

• 「EtherChannel リンクの VSS への表示」（P.24-18）

VSS クライアントの概要 
ここでは、次の内容について説明します。

• 「仮想スイッチ システム」（P.24-16）

• 「デュアルアクティブ シナリオ」（P.24-16）

• 「拡張 PAgP を使用したデュアル アクティブ検出」（P.24-16）

仮想スイッチ システム

Cisco Catalyst 6500 シリーズ VSS 1440 は、ネットワーク コントロール プレーンおよび管理の観点か

ら、1 つの論理ネットワーク エンティティに、2 つの Cisco Catalyst 6500 シリーズ スイッチを組み合

わせることができます。Cisco VSS では、1 つのシャーシがアクティブな仮想スイッチに指定され、シ

ステム全体における 1 つの管理ポイントとして動作します。その他のシャーシはスタンバイ仮想スイッ

チに指定されます。2 つのシャーシは、Virtual Switch Link（VSL）と呼ばれる特別なリンクで 1 つに

バインドされています。VSL は 2 つのシャーシ間の内部信号および制御情報を伝送します。

デュアルアクティブ シナリオ

VSS での障害シナリオの 1 つは デュアルアクティブと呼ばれ、VSL に全面的な障害が生じた場合に発

生します。どちらの仮想スイッチも他のステータスを認識できません。アクティブ仮想スイッチの観点

からは、スタンバイ シャーシを認識できなくなります。スタンバイ仮想スイッチも、アクティブな

シャーシに障害が発生したものと見なし、SSO スイッチオーバーを使用してアクティブ ステートに移

行します。同じ構成のアクティブ仮想スイッチがネットワーク上に 2 つ存在することになり、IP アド

レスとブリッジ ID が重複します。このシナリオが続くと、ネットワーク トポロジおよびトラフィック

に悪影響を及ぼします。

拡張 PAgP を使用したデュアル アクティブ検出

デュアルアクティブ シナリオを検出する方法の 1 つは、拡張 PAgP（PAgP+）に基づくものです。特に 
VSS は、現在のアクティブ仮想スイッチの ID を含む Type-Length-Value（TLV）を使用して、スケ

ジュールされた PAgP メッセージを定期的に送信します（図 24-1）。VSL が全面的な障害が生じると、

スタンバイ仮想スイッチは、拡張 PAgP デュアルアクティブ検出がイネーブルになっているすべての

ポート チャネルで、自身の ID を含めた TLV を使用して非同期 PAgP メッセージを即時に送信します

（図 24-2）。EtherChannel リンク経由で両方の VSS コンポーネントに接続されたリモート スイッチ 
（VSS クライアント）は、受信したすべてのアクティブ ID と保存されているアクティブ ID と比較しま
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す。アクティブ ID が一致した場合、リモート スイッチは格納されたアクティブ ID を含む TLV を、定

期的にスケジュールされた PAgP メッセージにある VSS に返します。アクティブ ID が一致しない場

合、リモート スイッチは新しいアクティブ ID を格納し、新しいアクティブ ID を含む TLV と非同期 
PAgP メッセージを即時に送信します。リモート スイッチから新しいアクティブ ID を受け取ると、元

のアクティブ仮想スイッチはデュアルアクティブ シナリオを検出し、適切なアクションを実行します。

図 24-1 VSS の通常動作での拡張 PAgP

図 24-2 VSS のデュアルアクティブ シナリオでの拡張 PAgP

Catalyst 4500 シリーズ スイッチは、リモート スイッチとしてステートフル VSS クライアントをサ

ポートします。具体的には、現在のアクティブ仮想スイッチの ID は、アクティブ スーパーバイザ エン

ジンから Catalyst 4500 シリーズ スイッチの冗長スーパーバイザ エンジンへ同期されます。これによ

り、アクティブ スーパーバイザ エンジンが冗長スーパーバイザ エンジンにスイッチオーバーするとき

もデュアルアクティブ検出が中断しないようにします。
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設定された PAgP ポート チャネルのデュアル アクティブ検出の機能を表示するには、

show pagp port_channel_number dual-active コマンドを使用します。

コマンドは次の情報を提供します。

• スイッチがデュアルアクティブ検出のために拡張 PAgP を使用するかどうか。

Catalyst 4500 スイッチでは、イネーブルになっている PAgP デュアル アクティブ表現の後に常に 
Yes が表示される必要があります。

• 設定済みの PAgP EtherChannel が Catalyst 6500 スイッチ VSS に接続しているかどうか。

この EtherChannel が VSS に接続されていない場合は、Partner Version の下に N/A が表示されま

す。それ以外の場合は、VSS に実装されている拡張 PAgP デュアル アクティブ検出のバージョン

が表示されます。

• このスイッチは、接続された VSS でデュアルアクティブ シナリオを検出できます。

設定済みの EtherChannel が、同じバージョンの拡張 PAgP デュアルアクティブ検出を使用する 
Catalyst 6500 シリーズ VSS に接続されている場合にのみ、Dual-Active Detect Capable の下に 
Yes と表示されます。

（注） ネイバー スイッチの名前（Partner Name）およびこの EtherChannel が接続しているポート（Partner 
Port）も表示されます。

Catalyst 4500 スイッチが、同じバージョンの拡張 PAgP デュアルアクティブ検出を使用する Catalyst 
6500 シリーズ VSS に接続している場合、スイッチはデュアルアクティブ シナリオを検出できます。

Switch# show pagp 1 dual-active
PAgP dual-active detection enabled: Yes
PAgP dual-active version: 1.1

Channel group 1 
        Dual-Active     Partner         Partner         Partner
Port    Detect Capable  Name            Port            Version 
Gi6/5   Yes             VSS             Gi1/8/1         1.1
Gi6/6   Yes             VSS             Gi2/8/1         1.1

Catalyst 4500 スイッチが、Catalyst 6500 シリーズ VSS に接続していない場合、スイッチはデュアルア

クティブ シナリオを検出できません。

Switch# show pagp 1 dual-active
PAgP dual-active detection enabled: Yes
PAgP dual-active version: 1.1

Channel group 1
          Dual-Active     Partner              Partner   Partner
Port      Detect Capable  Name                 Port      Version
Gi6/5     No              Switch               Fa6/5     N/A
Gi6/6     No              Switch               Fa6/6     N/A
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リンクステート トラッキングの概要
リンクステート トラッキングは、トランク フェールオーバーとも呼ばれ、複数のインターフェイスの

リンクステートをバインドする機能です。たとえば、リンクステート トラッキングをサーバ NIC アダ

プタ チーミング機能とともに使用すると、ネットワークで冗長性が実現されます。サーバ ネットワー

ク アダプタが、チーミングと呼ばれるプライマリまたはセカンダリ関係で設定され、プライマリ イン

ターフェイスでリンクが消失した場合、接続はセカンダリ インターフェイスに透過的に変更されます。

図 24-3（P.24-21） は、リンクステート トラッキングを使用して設定されたネットワークを示していま

す。リンクステート トラッキングをイネーブルにするには、link-state group を作成し、リンクステー

ト グループに割り当てるインターフェイスを指定します。ポートの集合（EtherChannel）、アクセス 
モードまたはトランク モードの単一の物理ポート、またはルーテッド ポートをインターフェイスに指

定できます。リンクステート グループでは、これらのインターフェイスはまとめてバンドルされます。

ダウンストリーム インターフェイスは、アップストリーム インターフェイスにバインドされます。

サーバに接続されたインターフェイスはダウンストリーム インターフェイスと呼ばれ、ディストリ

ビューション スイッチおよびネットワーク装置に接続されたインターフェイスはアップストリーム イ
ンターフェイスと呼ばれます。

図 24-3 の設定により、ネットワーク トラフィック フローのバランスが、次のように保たれます。

• スイッチと他のネットワーク デバイスへのリンクの場合

– サーバ 1 とサーバ 2 は、プライマリ リンクにスイッチ A を使用し、セカンダリ リンクにス

イッチ B を使用しています。

– サーバ 3 とサーバ 4 は、プライマリ リンクにスイッチ B を使用し、セカンダリ リンクにス

イッチ A を使用しています。

• スイッチ A のリンクステート グループ 1

– スイッチ A はリンクステート グループ 1 を介して、プライマリ リンクをサーバ 1 および サー

バ 2 に使用します。ポート 1 はサーバ 1 に、ポート 2 はサーバ 2 にそれぞれ接続されます。

ポート 1 およびポート 2 はリンクステート グループ 1 でダウンストリーム インターフェイス

として使用します。

– ポート 5 およびポート 6 は、リンクステート グループ 1 を介して分散スイッチ 1 に接続され

ます。ポート 5 およびポート 6 は、リンクステート グループ 1 でアップストリーム インター

フェイスとして使用します。

• スイッチ A のリンクステート グループ 2

– スイッチ A はリンクステートグループ 2 を介して、セカンダリ リンクをサーバ 3 およびサー

バ 4 に使用します。ポート 3 はサーバ 3 に、ポート 4 はサーバ 4 にそれぞれ接続されます。

ポート 3 およびポート 4 はリンクステート グループ 2 でダウンストリーム インターフェイス

として使用します。

– ポート 7 およびポート 8 は、リンクステート グループ 2 を介して分散スイッチ 2 に接続され

ます。ポート 7 およびポート 8 は、リンクステート グループ 2 でアップストリーム インター

フェイスとして使用します。

• スイッチ B のリンクステート グループ 2

– スイッチ B はリンクステートグループ 2 を介して、プライマリ リンクをサーバ 3 およびサー

バ 4 に使用します。ポート 3 はサーバ 3 に、ポート 4 はサーバ 4 にそれぞれ接続されます。

ポート 3 およびポート 4 はリンクステート グループ 2 でダウンストリーム インターフェイス

として使用します。

– ポート 5 およびポート 6 は、リンクステート グループ 2 を介して分散スイッチ 2 に接続され

ます。ポート 5 およびポート 6 は、リンクステート グループ 2 でアップストリーム インター

フェイスとして使用します。
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• スイッチ B のリンクステート グループ 1

– スイッチ B はリンクステート グループ 1 を介して、セカンダリ リンクをサーバ 1 およびサー

バ 2 に使用します。ポート 1 はサーバ 1 に、ポート 2 はサーバ 2 にそれぞれ接続されます。

ポート 1 およびポート 2 はリンクステート グループ 1 でダウンストリーム インターフェイス

として使用します。

– ポート 7 およびポート 8 は、リンクステート グループ 1 を介して分散スイッチ 1 に接続され

ます。ポート 7 およびポート 8 は、リンクステート グループ 1 でアップストリーム インター

フェイスとして使用します。

分散スイッチやルータに障害が発生したり、ケーブルが切断されたり、リンクが失われたために、リン

クステート グループ内でアップストリーム ポートが利用不能や接続不能になる場合があります。これ

らは、リンクステート トラッキングがイネーブルの際の、ダウンストリーム インターフェイスとアッ

プストリーム インターフェイス間の相互作用です。

• アップストリーム インターフェイスがリンクアップ ステートの場合、ダウンストリーム インター

フェイスをリンクアップ ステートに変更したり、リンクアップ ステートのままにしたりすること

ができます。

• すべてのアップストリーム インターフェイスが利用不能になった場合、リンクステート トラッキ

ングが自動的にダウンストリーム インターフェイスを errdisable ステートにします。サーバ間の接

続は、自動的にプライマリ サーバ インターフェイスからセカンダリ サーバ インターフェイスに変

更されます。

スイッチ A のリンクステート グループ 1 からリンクステート グループ 2 への接続の変更例につい

ては、図 24-3（P.24-21）を参照してください。ポート 6 のアップストリーム リンクが切断されて

も、ダウンストリーム ポート 1 および 2 のリンク ステートは変わりません。ただし、アップスト

リーム ポート 5 のリンクも切断された場合、ダウンストリーム ポートのリンク ステートがリンク

ダウン ステートに変更されます。サーバ 1 およびサーバ 2 の接続については、リンクステート グ
ループ 1 からリンクステート グループ 2 へ変更します。ダウンストリーム ポート 3 およびダウン

ストリーム ポート 4 は、リンクグループ 2 であるためステートを変更しません。

• リンクステート グループが設定されている場合、リンクステート トラッキングはディセーブルで、

アップストリーム インターフェイスが切断され、ダウンストリーム インターフェイスのリンク ス
テートは変更されないままになります。サーバはこのアップストリーム接続が切断されたことを認

識せず、セカンダリ インターフェイスにフェールオーバーしません。

障害のあるダウンストリーム ポートをリンクステート グループから削除することで、ダウンストリー

ム インターフェイスのリンクダウン状態から復旧できます。複数のダウンストリーム インターフェイ

スを復旧させるには、リンクステート グループをディセーブルにします。
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図 24-3 一般的なリンクステート トラッキングの設定

リンクステート トラッキングの設定
ここでは、リンクステート トラッキング ポートの設定について説明します。

• 「デフォルトのリンクステート トラッキングの設定」（P.24-22）

• 「リンクステート トラッキングの設定時の注意事項」（P.24-22）

• 「リンクステート トラッキングの設定」（P.24-22）

• 「リンクステート トラッキング ステータスの表示」（P.24-23）
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デフォルトのリンクステート トラッキングの設定

リンク ステート グループは定義されておらず、リンク ステート トラッキングはどのグループでもイ

ネーブルではありません。

リンクステート トラッキングの設定時の注意事項

設定上の問題を回避するために、次の注意事項に従ってください。

• アップストリーム インターフェイスとして定義されているインターフェイスを、同じまたは異な

るリンクステート グループ内でダウンストリーム インターフェイスとして定義することはできま

せん。その逆も同様です。

• ダウン ストリーム インターフェイスを追加する前に、リンク ステート グループにアップストリー

ム インターフェイスを追加することを推奨します。アップストリーム インターフェイスがグルー

プに追加されるまでは、ダウン ストリーム インターフェイスは、アップストリーム インターフェ

イスのないリンク ステート グループに追加されると、ダウン ストリーム インターフェイスが 
error-disabled ステートになるためです。

• インターフェイスは、複数のリンクステート グループのメンバにはなれません。

• スイッチごとに 大 10 のリンク ステート グループを設定できます。

• SPAN 宛先ポートがダウン ストリーム インターフェイスとして設定されている場合、グループの

すべてのアップストリーム インターフェイスがダウンすると errdisable になります。アップスト

リーム インターフェイスが SPAN 宛先ポートとして設定されている場合、インターフェイスでの

リンク ダウン イベントと見なされます。

リンクステート トラッキングの設定

リンク ステート グループを設定し、そのグループにインターフェイスを割り当てるには、特権 EXEC 
モードで次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# link state track number リンクステート グループを作成して、リンクステート トラッキ

ングをイネーブルにします。グループ番号は 1 ～ 10 に設定でき

ます。デフォルトは 1 です。

ステップ 3 Switch(config)# interface interface-id 設定する物理インターフェイスまたはインターフェイスの範囲

を指定して、インターフェイス コンフィギュレーション モード

を開始します。

有効なインターフェイスには、アクセス モードまたはトランク 
モード（IEEE 802.1q）のスイッチ ポート、ルーテッド ポート、

EtherChannel インターフェイス（スタティックまたは LACP）
にバンドルされた、トランク モードの複数ポートが含まれま

す。

ステップ 4 Switch(config-if)# link state group 
[number] {upstream | downstream}

リンクステート グループを指定し、グループ内のインターフェ

イスを upstream または downstream インターフェイスに設定

します。グループ番号は 1 ～ 10 に設定できます。デフォルトは 
1 です。
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次に、リンクステート グループを作成してインターフェイスを設定する例を示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# link state track 1
Switch(config)# interface gigabitethernet3/1
Switch(config-if)# link state group 1 upstream
Switch(config-if)# interface gigabitethernet3/3
Switch(config-if)# link state group 1 upstream
Switch(config-if)# interface gigabitethernet3/5
Switch(config-if)# link state group 1 downstream
Switch(config-if)# interface gigabitethernet3/7
Switch(config-if)# link state group 1 downstream
Switch(config-if)# end

リンクステート グループをディセーブルにするには、no link state track number グローバル コンフィ

ギュレーション コマンドを使用します。

リンクステート トラッキング ステータスの表示

リンク ステート グループ情報を表示するには、showshow link state group コマンドを入力します。

キーワードを指定せずにこのコマンドを入力すると、すべてのリンクステート グループの情報が表示

されます。

特定のグループの情報を表示するには、グループ番号を入力します。グループの詳細情報を表示するに

は、detail キーワードを入力します。

次の例では、show link state group 1 コマンドの出力を示します。

Switch> show link state group 1
Link State Group: 1 Status: Enabled, Down

次の例では、show link state group detail コマンドの出力を示します。

Switch> show link state group detail
(Up):Interface up (Dwn):Interface Down (Dis):Interface disabled
Link State Group: 1 Status: Enabled, Down
Upstream Interfaces : Gi3/5(Dwn) Gi3/6(Dwn)
Downstream Interfaces : Gi3/1(Dis) Gi3/2(Dis) Gi3/3(Dis) Gi3/4(Dis)
Link State Group: 2 Status: Enabled, Down
Upstream Interfaces : Gi3/15(Dwn) Gi3/16(Dwn) Gi3/17(Dwn)
Downstream Interfaces : Gi3/11(Dis) Gi3/12(Dis) Gi3/13(Dis) Gi3/14(Dis)
(Up):Interface up (Dwn):Interface Down (Dis):Interface disabled

ステップ 5 Switch(config-if)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 Switch# show running-config 入力を確認します。

ステップ 7 Switch# copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 目的
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IGMP スヌーピングとフィルタリングの設定

この章では、Catalyst 4500 シリーズ スイッチ上でインターネット グループ管理プロトコル（IGMP）
スヌーピングを設定する方法について説明します。設定上の注意事項、設定手順、および設定例も示し

ます。

この章で説明する主な内容は、次のとおりです。

• 「IGMP スヌーピングについて」（P.25-1）

• 「IGMP スヌーピングの設定」（P.25-5）

• 「IGMP スヌーピング情報の表示」（P.25-15）

• 「IGMP フィルタリングの設定」（P.25-20）

• 「IGMP フィルタリングの設定の表示」（P.25-24）

（注） Cisco Group Management Protocol（CGMP）クライアント デバイスをサポートするには、スイッチを 
CGMP サーバとして設定します。詳細については、次の URL の『Cisco IOS IP and IP Routing 
Configuration Guide, Cisco IOS Release 12.1』の「IP Multicast」および「Configuring IP Multicast 
Routing」の章を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_1/iproute/configuration/guide/ip_c.html

（注） この章で使用するスイッチ コマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL で『Cisco 
Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』と関連資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products//hw/switches/ps4324/index.html

『Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』に掲載されていないコマンドについては、より詳

細な Cisco IOS ライブラリを参照してください。次の URL でCisco IOS コマンド リファレンスと関連

資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html

IGMP スヌーピングについて
ここでは、次の内容について説明します。

• 「即時脱退処理」（P.25-3）

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_1/iproute/configuration/guide/ip_c.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html
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• 「IGMP 脱退タイマーの設定」（P.25-4）

• 「IGMP スヌーピング クエリア」（P.25-4）

• 「明示的ホスト トラッキング」（P.25-5）

（注） QoS（Quality of Service）は、IGMP パケットに適用しません。

IGMP スヌーピングにより、スイッチはホストとルータ間で送信される IGMP パケットの情報をス

ヌーピングまたはキャプチャします。この情報に基づいて、スイッチはアドレス テーブルに対してマ

ルチキャスト アドレスの追加または削除を行い、マルチキャスト トラフィックの個々のホスト ポート

へのフローをイネーブル（またはディセーブル）に設定します。IGMP スヌーピングは、IGMPv1、
IGMPv2、および IGMPv3 のすべてのバージョンの IGMP をサポートします。

IGMPv1 および IGMPv2 とは対照的に、IGMPv3 スヌーピングはデフォルトで即時脱退処理を提供し

ます。これによって明示的ホスト トラッキング（EHT）が提供され、ネットワーク管理者は IGMPv3 
をサポートするレイヤ 2 デバイス上に SSM 機能を配置できます（「明示的ホスト トラッキング」

（P.25-5）を参照してください）。IGMP が設定されているサブネットにおいて、IGMP スヌーピングは

レイヤ 2 でマルチキャスト トラフィックを管理します。switchport キーワードを使用して、受信に関

心のあるインターフェイスにのみマルチキャスト トラフィックを動的に転送するようにインターフェ

イスを設定できます。

IGMP スヌーピングは、MAC マルチキャスト グループ 0100.5e00.0001 ～ 01-00-5e-ff-ff-ff のトラ

フィックを制限します。IGMP スヌーピングは、ルーティング プロトコルによって生成されたレイヤ 2 
マルチキャスト パケットを制限しません。

（注） IP マルチキャストおよび IGMP の詳細については、RFC 1112、RFC 2236、RFC 3376（IGMPv3）を

参照してください。

（ルータ上で設定された）IGMP は定期的に IGMP 一般クエリーを送信します。ホストは、関心のある

グループの IGMP メンバーシップ レポートでこれらのクエリーに応答します。IGMP スヌーピングが

イネーブルの場合、スイッチは IGMP Join 要求を受信する各レイヤ 2 マルチキャスト グループのレイ

ヤ 2 転送テーブルに、VLAN ごとに 1 つのエントリを作成します。このマルチキャスト トラフィック

に関心を示しているすべてのホストは IGMP メンバーシップ レポートを送信し、転送テーブル エント

リに追加されます。

レイヤ 2 マルチキャスト グループは IGMP スヌーピングを通して動的に学習されます。ただし、ip 
igmp snooping static コマンドを使用して、レイヤ 2 マルチキャスト グループを静的に設定すること

もできます。静的にグループ メンバーシップを指定する場合、その設定は IGMP スヌーピングによる

自動的な処理より優先されます。マルチキャスト グループ メンバーシップのリストは、ユーザが定義

した設定値と、IGMP スヌーピング設定値の両方で構成できます。

0100.5E00.0001 ～ 0100.5E00.00FF 範囲のマルチキャスト MAC アドレスにマッピングする 224.0.0.0 
～ 224.0.0.255 の範囲の IP アドレスを持つグループは、ルーティング制御パケット専用です。これら

のグループは、IGMPv3 メンバーシップ レポートに使用される 224.0.0.22 を除いて、VLAN のすべて

の転送ポートにフラッディングされます。

（注） VLAN でスパニングツリー トポロジが変更された場合、PortFast がイネーブルになっていないすべて

の VLAN ポート、および Topology Change Notification（TCN; トポロジ変更通知）クエリー カウント

期間に no igmp snooping tcn flood コマンドが設定されたポートに、IP マルチキャスト トラフィック

がフラッディングします。



25-3
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-25340-01-J

第 25 章      IGMP スヌーピングとフィルタリングの設定

IGMP スヌーピングについて

レイヤ 2 IGMPv2 ホスト インターフェイスは IP マルチキャスト グループに加入するため、IP マルチ

キャスト グループの IGMP メンバーシップ レポートを送信します。ホストをマルチキャスト グループ

から脱退させるには、そのホストで定期的な IGMP 一般クエリーを無視するか、または IGMP Leave 
メッセージを送信します。スイッチはホストから IGMP Leave メッセージを受け取ると、IGMP グルー

プ固有のクエリーを送信して、そのインターフェイスに接続されたデバイスが特定のマルチキャスト 
グループのトラフィックに関心を示しているかどうかを判別します。スイッチはそのレイヤ 2 マルチ

キャスト グループのテーブル エントリを更新して、グループのマルチキャスト トラフィックの受信に

関心を示しているホストだけがリストされるようにします。

対照的に、IGMPv3 ホストは、特定のマルチキャスト グループに加入するために（allow グループ レ
コード モードで）IGMPv3 メンバーシップ レポートを送信します。IGMPv3 ホストが、以前の送信元

リストにあるすべての送信元からのトラフィックを拒否するために（block グループ レコードで）メン

バーシップ レポートを送信する場合、EHT がイネーブルにされていると、ポートの 後のホストは即

時脱退によって削除されます。

即時脱退処理

IGMP スヌーピングの即時脱退処理を使用すると、スイッチはインターフェイスに IGMP グループ固

有のクエリーを事前に送信せず、そのインターフェイスを転送テーブル エントリから削除します。

VLAN インターフェイスは、オリジナルの IGMP Leave メッセージで指定されたマルチキャスト グ
ループのマルチキャスト ツリーからプルーニングされます。複数のマルチキャスト グループが同時に

使用される場合でも、即時脱退処理により、スイッチド ネットワーク上のすべてのホストに対して

適な帯域幅管理が可能になります。

IGMP スヌーピングをイネーブルにしたスイッチが IGMPv2 または IGMPv3 Leave メッセージを受け

取ると、Leave メッセージを受け取ったインターフェイスから IGMP グループ固有のクエリーを送信

し、MAC マルチキャスト グループへの加入に関心を示した他のホストがそのインターフェイスに接続

するタイミングを判断します。スイッチがクエリー応答間隔で IGMP Join メッセージを受信しない場

合、レイヤ 2 転送テーブルのポート リスト（MAC-group、VLAN）エントリからインターフェイスが

削除されます。

（注） デフォルトでは、すべての IGMP Join はすべてのマルチキャスト ルータ ポートに転送されます。

VLAN 上で即時脱退処理をイネーブルに設定すると、マルチキャスト ルータがポート上で学習されて

いる場合を除き、IGMP Leave メッセージを受信した時点で、レイヤ 2 エントリのポート リストから

インターフェイスをただちに削除できます。

（注） IGMPv2 スヌーピングを使用する場合、即時脱退処理は各インターフェイスに 1 つのホストしか接続さ

れていない VLAN でのみ使用してください。インターフェイスに複数のホストが接続されている 
VLAN 上で即時脱退処理をイネーブルにすると、一部のホストが偶発的にドロップされる可能性があ

ります。IGMPv3 を使用する場合、即時脱退処理がデフォルトでイネーブルにされており、明示的ホ

スト トラッキングにより、スイッチはポートに IGMPv3 ホストのスイッチによって維持されるホスト

が単一または複数であるときに検出できます。その結果、スイッチは特定のポートの背後で単一ホスト

を検出すると即時脱退処理を実行できます。

（注） IGMPv3 は、古いバージョンの IGMP との相互運用が可能です。

特定の VLAN での IGMP バージョンを表示するには、show ip igmp snooping querier vlan コマンド

を使用します。
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スイッチが IGMPv3 スヌーピングをサポートするかどうかを表示するには、show ip igmp snooping 
vlan コマンドを使用します。

IGMPv2 の即時脱退をイネーブルにするには、ip igmp snooping immediate-leave コマンドを使用し

ます。

（注） IGMPv3 では、デフォルトで即時脱退処理がイネーブルに設定されています。

IGMP 脱退タイマーの設定

複数のホストが単一インターフェイスに接続されている VLAN では、即時脱退処理は使用できません。

このような状況での脱退の遅れを減少させるため、IGMPv3 では設定可能な脱退タイマーを提供しま

す。

Cisco IOS Release 12.2(25)SG 以前のリリースでは、IGMP スヌーピング脱退時間はクエリーの応答時

間に基づいていました。クエリーのクエリー応答時間が満了する前にスイッチがメンバーシップ レ
ポートを受信しなかった場合、ポートはマルチキャスト グループ メンバーシップから削除されます。

Cisco IOS Release 12.2(31)SG 以降のリリースでは、ホストの特定マルチキャスト グループへの関心が

続いているかどうかを判断するために、グループ固有のクエリーを送信したあとにスイッチが待機する

時間を設定できます。IGMP 脱退応答時間は、100 ～ 5000 ミリ秒の間で設定できます。このタイマー

は、グローバルでも、VLAN 単位でも設定できます。VLAN に脱退時間を設定すると、グローバルに

設定した脱退時間は上書きされます。

設定手順については、「IGMP 脱退タイマーの設定」（P.25-9）を参照してください。

IGMP スヌーピング クエリア

IGMP スヌーピング クエリア サポートは、Cisco IOS Release 12.2(50) SG で導入されました。これは、

マルチキャスト トラフィックではルーティングが必要ないため PIM および IGMP が設定されていない 
VLAN 内で、IGMP スヌーピングをサポートするために必要なレイヤ 2 機能です。

IP マルチキャスト ルーティングが設定されているネットワークでは、一般クエリーを送信することに

より、IP マルチキャスト ルータが IGMP クエリアとして機能します。VLAN 内の IP マルチキャスト 
トラフィックにおいてレイヤ 2 スイッチだけが必要な場合、IP マルチキャスト ルータは必要ありませ

ん。VLAN 上に IP マルチキャスト ルータがない場合は、クエリーを送信できるように別のスイッチを 
IGMP クエリアとして設定する必要があります。

イネーブルにすると、IGMP スヌーピング クエリアは定期的な IGMPv2 クエリーを送信します。この

クエリーにより、IP マルチキャスト トラフィックを要求するスイッチからの IGMP レポート メッセー

ジがトリガーされます。IGMP スヌーピングはこれらの IGMP レポートを待ち受けて、適切な転送を

確立します。

IGMP を使用して IP マルチキャスト トラフィックへの関与を報告するするスイッチにおいて、サポー

トされている各 VLAN の IGMP スヌーピング クエリアとして少なくとも 1 つのスイッチを設定しま

す。

IP マルチキャスト ルーティングがイネーブルであるかどうかに関係なく、VLAN 上で IGMP クエリー

を生成するようにスイッチを設定できます。
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明示的ホスト トラッキング

明示的ホスト トラッキング（EHT）は、IGMPv3 メンバーシップ レポートを送信するホストを追跡す

ることによって、グループ メンバーシップをモニタリングします。この追跡によって、スイッチは各

ポートのグループに対応付けられたホスト情報を検出できます。また、ユーザも EHT によってメン

バーシップおよび各種の統計情報を追跡できます。

EHT では、スイッチはポート単位でメンバーシップを追跡できます。そのため、スイッチは各ポート

に存在するホストを認識し、ポートの背後にホストが 1 つだけ存在する場合に即時脱退処理を実行でき

ます。

EHT が VLAN 上でイネーブルにされているかどうかを判別するには、show ip igmp snoop vlan コマ

ンドを使用します。

IGMP スヌーピングの設定

（注） IGMP を設定する場合は、VLAN データベース モードで VLAN を設定してください。第 15 章
「VLAN、VTP、および VMPS の設定」を参照してください。

IGMP スヌーピングにより、スイッチで IGMP パケットを調べたり、パケットの内容に基づいて転送

先を決定したりできます。

ここでは、IGMP スヌーピングを設定する手順について説明します。

• 「IGMP スヌーピングのデフォルト設定」（P.25-5）

• 「IGMP スヌーピングのグローバルなイネーブル化」（P.25-6）

• 「VLAN 上での IGMP スヌーピングのイネーブル化」（P.25-7）

• 「学習方式の設定」（P.25-7）

• 「マルチキャスト ルータへの静的な接続の設定」（P.25-8）

• 「IGMP 即時脱退処理のイネーブル化」（P.25-9）

• 「IGMP 脱退タイマーの設定」（P.25-9）

• 「IGMP スヌーピング クエリアの設定」（P.25-10）

• 「明示的ホスト トラッキングの設定」（P.25-11）

• 「ホストの静的な設定」（P.25-12）

• 「マルチキャスト フラッディングの抑制」（P.25-12）

IGMP スヌーピングのデフォルト設定

表 25-1に、IGMP スヌーピングのデフォルト設定値を示します。

表 25-1 IGMP スヌーピングのデフォルト設定値

機能 デフォルト値

IGMP スヌーピング イネーブル

マルチキャスト ルータ 未設定
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IGMP スヌーピングのグローバルなイネーブル化

IGMP スヌーピングをグローバルにイネーブルにするには、次の作業を行います。

次に、IGMP スヌーピングをグローバルにイネーブルにし、設定を確認する例を示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# ip igmp snooping 
Switch(config)# end 
Switch# show ip igmp snooping
Global IGMP Snooping configuration:
-----------------------------------
IGMP snooping             : Enabled
IGMPv3 snooping           : Enabled
Report suppression        : Enabled
TCN solicit query         : Disabled
TCN flood query count     : 2

Vlan 1:
--------
IGMP snooping                  : Enabled
IGMPv2 immediate leave         : Disabled
Explicit host tracking         : Enabled
Multicast router learning mode : pim-dvmrp
CGMP interoperability mode     : IGMP_ONLY

Vlan 2:
--------
IGMP snooping                  : Enabled
IGMPv2 immediate leave         : Disabled
Explicit host tracking         : Enabled
Multicast router learning mode : pim-dvmrp
CGMP interoperability mode     : IGMP_ONLY

明示的ホスト トラッキング IGMPv3 ではイネーブル。IGMPv2 では使用不可

即時脱退処理 IGMPv3 ではイネーブル。IGMPv2 ではディセーブル

レポート抑制 イネーブル

IGMP スヌーピングの学習方式 PIM/DVMRP1 

1. PIM/DVMRP = Protocol Independent Multicast/Distance Vector Multicast Routing Protocol

表 25-1 IGMP スヌーピングのデフォルト設定値 （続き）

機能 デフォルト値

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま

す。

ステップ 2 Switch(config)# [no] ip igmp snooping IGMP スヌーピングをイネーブルにします。

IGMP スヌーピングをディセーブルにするには、no 
キーワードを使用します。

ステップ 3 Switch(config)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 4 Switch# show ip igmp snooping | include 設定を確認します。
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VLAN 上での IGMP スヌーピングのイネーブル化

VLAN 上で IGMP スヌーピングをイネーブルにするには、次の作業を行います。

次に、VLAN 2 上で IGMP スヌーピングをイネーブルにし、設定を確認する例を示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# ip igmp snooping vlan 2
Switch(config)# end 
Switch# show ip igmp snooping vlan 2
Global IGMP Snooping configuration:
-----------------------------------
IGMP snooping             : Enabled
IGMPv3 snooping           : Enabled
Report suppression        : Enabled
TCN solicit query         : Disabled
TCN flood query count     : 2

Vlan 2:
--------
IGMP snooping                  : Enabled
IGMPv2 immediate leave         : Disabled
Explicit host tracking         : Enabled
Multicast router learning mode : pim-dvmrp
CGMP interoperability mode     : IGMP_ONLY

学習方式の設定

ここでは IGMP スヌーピングの学習方式について説明します。

• 「PIM/DVMRP 学習方式の設定」（P.25-7）

• 「CGMP 学習方式の設定」（P.25-8）

PIM/DVMRP 学習方式の設定

IGMP スヌーピングを PIM/DVMRP パケットから学習するように設定するには、次の作業を行います。

次に、IP IGMP スヌーピングが PIM/DVMRP パケットから学習するように設定する例を示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# ip igmp snooping vlan 1 mrouter learn pim-dvmrp 

コマンド 目的

ステップ 1 Switch(config)# [no] ip igmp snooping vlan vlan_ID IGMP スヌーピングをイネーブルにします。

IGMP スヌーピングをディセーブルにするには、no 
キーワードを使用します。

ステップ 2 Switch(config)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 3 Switch# show ip igmp snooping vlan vlan_ID 設定を確認します。

コマンド 目的

Switch(config)# ip igmp snooping vlan 
vlan_ID mrouter learn [cgmp | pim-dvmrp] 

VLAN の学習方式を指定します。
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Switch(config)# end 
Switch#

CGMP 学習方式の設定

IGMP スヌーピングを CGMP self-join パケットから学習するように設定するには、次の作業を行いま

す。

次に、IP IGMP スヌーピングが CGMP self-join パケットから学習するように設定する例を示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# ip igmp snooping vlan 1 mrouter learn cgmp 
Switch(config)# end 
Switch#

マルチキャスト ルータへの静的な接続の設定

マルチキャスト ルータへの静的な接続を設定するには、スイッチ上で ip igmp snooping vlan mrouter 
interface コマンドを入力します。

マルチキャスト ルータへの静的な接続を設定するには、次の作業を行います。

次の例では、マルチキャスト ルータへの静的な接続を設定する方法を示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# ip igmp snooping vlan 200 mrouter interface fastethernet 2/10
Switch# show ip igmp snooping mrouter vlan 200
vlan ports
-----+----------------------------------------
 200  Fa2/10
Switch# 

コマンド 目的

Switch(config)# ip igmp snooping vlan 
vlan_ID mrouter learn [cgmp | pim-dvmrp] 

VLAN の学習方式を指定します。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま

す。

ステップ 2 Switch(config)# ip igmp snooping vlan vlan_ID 
mrouter interface interface_num 

VLAN のマルチキャスト ルータとの静的な接続を指定

します。

（注） ルータとのインターフェイスは、コマンドを入

力する VLAN 内になければなりません。ルータ

とライン プロトコルはアップ状態である必要が

あります。

ステップ 3 Switch(config)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 4 Switch# show ip igmp snooping mrouter vlan vlan_ID 設定を確認します。
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IGMP 即時脱退処理のイネーブル化

VLAN 上で IGMP 即時脱退処理をイネーブルにした場合、インターフェイス上で IGMPv2 Leave メッ

セージを検出すると、スイッチはマルチキャスト グループからインターフェイスを削除します。

（注） IGMPv3 では、EHT とのデフォルトで即時脱退処理がイネーブルに設定されています。

IGMPv2 インターフェイスで即時脱退処理をイネーブルにするには、次の作業を行います。

次に、VLAN 200 インターフェイス上で IGMP 即時脱退処理をイネーブルにし、設定を確認する例を

示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# ip igmp snooping vlan 200 immediate-leave 
Configuring immediate leave on vlan 200
Switch(config)# end 
Switch# show ip igmp interface vlan 200 | include immediate leave 
Immediate leave                : Disabled
Switch(config)#

IGMP 脱退タイマーの設定

IGMP 脱退タイマーを設定するときには、次の注意事項に従ってください。

• 脱退時間は、グローバルでも、VLAN 単位でも設定できます。

• VLAN 上に脱退時間を設定すると、グローバルに設定された内容は上書きされます。

• デフォルトの脱退時間は 1000 ミリ秒です。

• IGMP の脱退時間の設定は、IGMP バージョン 2 が稼働しているホストでのみサポートされます。

• ネットワークで実際の脱退にかかる待ち時間は、通常、設定した脱退時間どおりになります。ただ

し、脱退時間は、リアルタイムの CPU の負荷の状態、およびネットワークの遅延状態、インター

フェイスから送信されたトラフィック量によって、設定された時間を前後することがあります。

IGMP の設定可能な脱退タイマーをイネーブルにするには、次の手順を実行します。

コマンド 目的

Switch(config)# ip igmp snooping vlan 
vlan_ID immediate-leave

VLAN で即時脱退処理をイネーブルにします。

（注） このコマンドは、IGMPv2 ホストだけに

適用します。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# ip igmp snooping 
last-member-query-interval time

IGMP 脱退タイマーをグローバルに設定します。指定できる範囲

は 100 ～ 5000 ミリ秒です。デフォルト値は 1000 秒です。

IGMP 脱退タイマーをグローバルにリセットしてデフォルト設定

に戻すには、no ip igmp snooping last-member-query-interval 
グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。
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次に、IGMP 設定可能な脱退タイマーをイネーブルにし、設定を確認する例を示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# ip igmp snooping last-member-query-interval 200
Switch(config)# ip igmp snooping vlan 10 last-member-query-interval 500
Switch(config)# end
Switch# show ip igmp snooping show ip igmp snooping
Global IGMP Snooping configuration:
-----------------------------------

IGMP snooping              : Enabled
IGMPv3 snooping            : Enabled
Report suppression         : Enabled
TCN solicit query          : Disabled
TCN flood query count      : 2
Last Member Query Interval : 200

Vlan 1:
--------
IGMP snooping                       : Enabled
IGMPv2 immediate leave              : Disabled
Explicit host tracking              : Enabled
Multicast router learning mode      : pim-dvmrp
Last Member Query Interval          : 200
CGMP interoperability mode          : IGMP_ONLY

Vlan 10:
--------
IGMP snooping                       : Enabled
IGMPv2 immediate leave              : Disabled
Explicit host tracking              : Enabled
Multicast router learning mode      : pim-dvmrp
Last Member Query Interval          : 500
CGMP interoperability mode          : IGMP_ONLY

Switch#

IGMP スヌーピング クエリアの設定

IGMP スヌーピング クエリア機能は、グローバルまたは VLAN 単位のいずれでもイネーブルにできま

す。

ステップ 3 Switch(config)# ip igmp snooping vlan 
vlan_ID last-member-query-interval time

（任意）VLAN インターフェイス上で IGMP 脱退時間を設定しま

す。指定できる範囲は 100 ～ 5000 ミリ秒です。

特定の VLAN から設定した IGMP 脱退時間設定を削除するに

は、no ip igmp snooping vlan vlan-id 
last-member-query-interval グローバル コンフィギュレーショ

ン コマンドを使用します。

（注） VLAN 上に脱退時間を設定すると、グローバルに設定さ

れたタイマーは上書きされます。

ステップ 4 Switch(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 Switch# show ip igmp snooping （任意）設定された IGMP 脱退時間を表示します。

ステップ 6 Switch# copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 目的
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（注） IGMP スヌーピング クエリアはデフォルトでディセーブルです。

IGMP スヌーピング クエリアを設定するには、次の作業を行います。

スヌーピング クエリア情報を表示する方法の例については、「IGMP スヌーピング クエリア情報の表

示」（P.25-19）を参照してください。

明示的ホスト トラッキングの設定

IGMPv3 では、EHT はデフォルトでイネーブルに設定されており、VLAN 単位でディセーブルにでき

ます。

VLAN 上で EHT 処理をディセーブルにするには、次の作業を行います。

次に、VLAN 200 上で IGMP EHT をディセーブルにし、設定を確認する例を示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# no ip igmp snooping vlan 200 explicit-tracking 
Switch(config)# end 

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# [no] ip igmp snooping 
[vlan vlan_id] querier

IGMP スヌーピング クエリアをイネーブルにします。

ステップ 3 Switch(config)# [no] ip igmp snooping 
[vlan vlan_id] querier address abcd

IGMP スヌーピング クエリアの送信元 IP アドレスを設定しま

す。

ステップ 4 Switch(config)# [no] ip igmp snooping 
[vlan vlan_id] querier version [1 | 2]

IGMP スヌーピング クエリアの IGMP バージョンを設定します。

ステップ 5 Switch(config)# ip igmp snooping 
[vlan vlan_id] querier query-interval 
interval

IGMP スヌーピング クエリアのクエリー間隔を設定します。

ステップ 6 Switch(config)# ip igmp snooping 
[vlan vlan_id] querier max-response-time 
value

IGMP スヌーピング クエリアの IGMP クエリーの 大応答時間

を設定します。

ステップ 7 Switch(config)# ip igmp snooping 
[vlan vlan_id] querier timer expiry value

IGMP スヌーピング クエリアの有効期限タイムアウトを設定し

ます。

ステップ 8 Switch(config)# ip igmp snooping 
[vlan vlan_id] querier tcn query count 
value

IGMP スヌーピング クエリアの IGMP クエリー カウントを設定

します。

ステップ 9 Switch(config)# ip igmp snooping 
[vlan vlan_id] querier tcn query interval 
value

IGMP スヌーピング クエリアの tcn クエリー間隔を設定します。

ステップ 10 Switch(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

コマンド 目的

Switch(config)# [no] ip igmp snooping vlan 
vlan_ID explicit-tracking

VLAN 上で EHT をイネーブルにします。

EHT をディセーブルにするには、no キーワード

を使用します。
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Switch# show ip igmp snooping vlan 200 | include Explicit host tracking
Explicit host tracking         : Disabled

ホストの静的な設定

ホストは通常、マルチキャスト グループに動的に加入しますが、インターフェイス上でホストを静的

に設定することもできます。

インターフェイス上でホストを静的に設定するには、次の作業を行います。

次に、VLAN 200 でファスト イーサネット インターフェイス 2/11 にホストを静的に設定する例を示し

ます。

Switch# configure terminal
Switch(config)# ip igmp snooping vlan 200 static 0100.5e02.0203 interface fastethernet 
2/11
Configuring port FastEthernet2/11 on group 0100.5e02.0203 vlan 200
Switch(config)# end

マルチキャスト フラッディングの抑制

IGMP スヌーピングがイネーブルに設定されたスイッチは、スパニングツリー Topology Change 
Notification（TCN）を受信すると、VLAN のすべてのポートにマルチキャスト トラフィックをフラッ

ディングします。マルチキャスト フラッディングの抑制により、スイッチはこのようなトラフィック

の送信を停止します。フラッディングの抑制をサポートするために、Cisco IOS Release 12.1(11b)EW 
では次のインターフェイス コマンドおよびグローバル コマンドが導入されました。

• [no | default] ip igmp snooping tcn flood（インターフェイス コマンド）

• [no | default] ip igmp snooping tcn flood query count [1 - 10]（グローバル コマンド）

• [no | default] ip igmp snooping tcn query solicit（グローバル コマンド）

Cisco IOS Release 12.1(11b)EW よりも前のリリースでは、スイッチがスパニングツリー TCN を受信

すると、3 回の IGMP クエリー インターバルの間、VLAN のすべてのポートにマルチキャスト トラ

フィックがフラッディングされていました。これは冗長構成に必要でしたが、 Cisco IOS Release 
12.1(11b)EW では、スイッチがマルチキャスト フラッディングを停止するまでのデフォルト時間は、2 
回の IGMP クエリー インターバルに変更されました。

このフラッディング動作は、フラッディングを行うスイッチが別のグループに属する多くのポートを保

有している場合には望ましくありません。トラフィックがスイッチとエンド ホスト間でリンク容量を

超え、パケットが失われることもあります。

no ip igmp snooping tcn flood コマンドを使用すると、トポロジ変更後にスイッチ インターフェイス

上のマルチキャスト フラッディングをディセーブルにできます。トポロジが変更されている間でも、

ポートが加入しているマルチキャスト グループだけがそのポートに送信されます。

コマンド 目的

Switch(config-if)# ip igmp snooping vlan 
vlan_ID static mac_address interface 
interface_num 

VLAN でホストを静的に設定します。

（注） このコマンドは、特定の送信元 IP アドレ

スのトラフィックを受信するようには設

定できません。
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IGMP クエリーしきい値を設定して、トポロジ変更後すぐにスイッチ インターフェイス上のマルチ

キャスト フラッディングをイネーブルにするには、ip igmp snooping tcn flood query count コマンド

を使用します。

トポロジが変更された場合、通常スパニングツリー ルート スイッチはグループ マルチキャスト アドレ

ス 0.0.0.0 を使用してグローバル IGMP Leave メッセージ（「クエリー要求」と呼ばれる）を発行しま

す。スイッチはこの要求を受け取ると、スパニングツリーが変更された VLAN のすべてのポートで要

求をフラッディングします。アップストリーム ルータがこの要求を受け取ると、ただちに IGMP 一般

クエリーを発行します。

ip igmp snooping tcn query solicit コマンドを使用すると、スパニングツリー以外のルート スイッチ

に同じクエリー要求を入力するように指示できます。

次の項では、新しいコマンドの詳細と、その使用方法について説明します。

IGMP スヌーピング インターフェイスの設定

VLAN でトポロジが変更されると、それまでに学習された IGMP スヌーピング情報が無効になる場合

があります。トポロジ変更前に 1 つのポートに存在していたホストは、トポロジ変更後に別のポートに

移動することがあります。トポロジが変更される場合、Catalyst 4500 シリーズ スイッチは、マルチ

キャスト トラフィックが VLAN 内のすべてのマルチキャスト受信者に送信されるように特別なアク

ションを実行します。

スパニングツリー プロトコル（STP）が VLAN で実行されている場合、VLAN のルート スイッチに

よってスパニングツリー TCN が発行されます。Catalyst 4500 シリーズ スイッチは、IGMP スヌーピ

ングがイネーブルに設定されている VLAN で TCN を受信すると、ただちにマルチキャスト フラッ

ディング モードを開始します。このモードは、トポロジが再度安定し、すべてのマルチキャスト受信

者の新しい位置が学習されるまでの間、継続します。

マルチキャスト フラッディング モードの IP マルチキャスト トラフィックは、マルチキャスト グルー

プ メンバが検出されたポートだけでなく、VLAN のすべてのポートに送られます。

Cisco IOS Release 12.1(11b)EW 以降、スイッチ ポート上で no ip igmp snooping tcn flood コマンド

を使用すると、IP マルチキャスト トラフィックがそのポートにフラッディングされるのを手動で防ぐ

ことができます。

トランク ポートの場合、この設定はすべての VLAN に適用されます。

デフォルトでは、マルチキャスト フラッディングはイネーブルです。フラッディングをディセーブル

にするには no キーワードを、デフォルトの動作（フラッディングがイネーブル）に戻すには default 
を使用します。

インターフェイス上のマルチキャスト フラッディングをイネーブルにするには、次の作業を行います。

 

コマンド 目的

ステップ 1 Switch(config)# interface {fastethernet | 
gigabitethernet | tengigabitethernet} slot/port 

設定するインターフェイスを選択します。

ステップ 2 Switch(config-if)# no ip igmp snooping tcn flood スイッチが TCN を受信した場合、インターフェイス上

のマルチキャスト フラッディングをディセーブルにし

ます。

インターフェイス上のマルチキャスト フラッディング

をイネーブルにするには、次のコマンドを入力します。
default ip igmp snooping tcn flood

ステップ 3 Switch(config)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 4 Switch# show running interface {fastethernet | 
gigabitethernet | tengigabitethernet} slot/port

設定を確認します。
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次に、ファスト イーサネット インターフェイス 2/11 上でマルチキャスト フラッディングをディセーブ

ルにする例を示します。

Switch(config)# interface fastethernet 2/11
Switch(config-if)# no ip igmp snooping tcn flood
Switch(config-if)# end
Switch#

IGMP スヌーピング スイッチの設定

デフォルトでは、スイッチが 2 つの IGMP 一般クエリーを受信するまでフラッディング モードが継続

します。この期間を変更するには、ip igmp snooping tcn flood query count n コマンドを使用します。

n は 1 ～ 10 の数値です。

このコマンドはグローバル コンフィギュレーション レベルで作用します。

クエリーのデフォルト値は 2 です。no および default キーワードでデフォルトに戻ります。

IGMP クエリーのしきい値を設定するには、次の作業を行います。

次に、4 回のクエリー実行後にマルチキャスト トラフィックのフラッディングを停止するように、ス

イッチを修正する例を示します。

Switch(config)# ip igmp snooping tcn flood query count 4
Switch(config)# end
Switch#

IGMP スヌーピングがイネーブルの VLAN でのトポロジ変更をスパニングツリー ルート スイッチが受

信すると、Cisco IOS ルータが 1 つまたは複数の一般クエリーを送信するというクエリー要求がスイッ

チから発行されます。この新しいコマンド ip igmp snooping tcn query solicit によって、スイッチは

スパニングツリー ルートでない場合も、トポロジ変更を確認すると、常にクエリー要求を送信します。

このコマンドはグローバル コンフィギュレーション レベルで作用します。

デフォルトでは、スイッチがスパニングツリー ルートの場合を除き、クエリー要求はディセーブルに

設定されています。default キーワードでデフォルトの動作に戻ります。

スイッチにクエリー要求を送信するように指示するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch(config)#
ip igmp snooping tcn flood query count <n>

スイッチがマルチキャスト トラフィックのフラッディ

ングを停止するまでの、IGMP クエリーの数を変更し

ます。

スイッチを IGMP クエリーのデフォルトの数に戻すに

は、次のコマンドを入力します。default ip igmp 
snooping tcn flood query count

ステップ 2 Switch(config)# end コンフィギュレーション モードを終了します。
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次に、TCN を検出したあと、クエリー要求を送信するようにスイッチを設定する例を示します。

Switch(config)# ip igmp snooping tcn query solicit
Switch(config)# end
Switch#

IGMP スヌーピング情報の表示
ここでは IGMP スヌーピング情報を表示する方法について説明します。

• 「クエリア情報の表示」（P.25-15）

• 「IGMP ホスト メンバーシップ情報の表示」（P.25-16）

• 「グループ情報の表示」（P.25-17）

• 「マルチキャスト ルータ インターフェイスの表示」（P.25-18）

• 「MAC アドレス マルチキャスト エントリの表示」（P.25-18）

• 「VLAN インターフェイス上の IGMP スヌーピング情報の表示」（P.25-19）

• 「IGMP フィルタリングの設定」（P.25-20）

クエリア情報の表示

クエリア情報を表示するには、次の作業を行います。

次に、スイッチ上のすべての VLAN の IGMP スヌーピング クエリア情報を表示する例を示します。

Switch# show ip igmp snooping querier
Vlan      IP Address     IGMP Version        Port
---------------------------------------------------
2         10.10.10.1     v2                  Router
3         172.20.50.22   v3                  Fa3/15

次に、VLAN 3 の IGMP スヌーピング クエリア情報を表示する例を示します。

Switch# show ip igmp snooping querier vlan 3
Vlan      IP Address     IGMP Version        Port
---------------------------------------------------

コマンド 目的

ステップ 1 Switch(config)# ip igmp snooping tcn query 
solicit

TCN が検出された場合に、クエリー要求を送信するよ

うにスイッチを設定します。

スイッチによるクエリー要求の送信を停止するには

（スイッチがスパニングツリー ルート スイッチでない

場合）、 no ip igmp snooping tcn query solicit コマンド

を入力します。

ステップ 2 Switch(config)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

コマンド 目的

Switch# show ip igmp snooping querier [vlan 
vlan_ID]

マルチキャスト ルータ インターフェイスを表示

します。
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3         172.20.50.22   v3                  Fa3/15

IGMP ホスト メンバーシップ情報の表示

（注） デフォルトでは、EHT は EHT データベースに 大 1000 エントリを維持します。上限に達すると、エ

ントリはそれ以上作成されません。追加エントリを作成するには、 clear ip igmp snooping 
membership vlan コマンドでデータベースをクリアします。

ホスト メンバーシップ情報を表示するには、次の作業を行います。

次に、VLAN 20 のホスト メンバーシップ情報を表示し、EHT データベースを削除する例を示します。

Switch# show ip igmp snooping membership vlan 20
#channels: 5
#hosts : 1
Source/Group Interface Reporter Uptime Last-Join Last-Leave

40.40.40.2/224.10.10.10 Gi4/1 20.20.20.20 00:23:37 00:06:50 00:20:30
40.40.40.3/224.10.10.10 Gi4/2 20.20.2020 00:23:37 00:06:50 00:20:30
40.40.40.4/224.10.10.10Gi4/1 20.20.20.20 00:39:42 00:09:17 -

40.40.40.5/224.10.10.10Fa2/1 20.20.20.20 00:39:42 00:09:17 -
40.40.40.6/224.10.10.10 Fa2/1 20.20.20.20 00:09:47 00:09:17 -

Switch# clear ip igmp snooping membership vlan 20

次に、インターフェイス gi4/1 のホスト メンバーシップを表示する例を示します。

Switch# show ip igmp snooping membership interface gi4/1
#channels: 5
#hosts : 1
Source/Group Interface Reporter Uptime Last-Join Last-Leave

40.40.40.2/224.10.10.10 Gi4/1 20.20.20.20 00:23:37 00:06:50 00:20:30
40.40.40.4/224.10.10.10Gi4/1 20.20.20.20 00:39:42 00:09:17 -

次に、VLAN 20 およびグループ 224.10.10.10 のホスト メンバーシップを表示する例を示します。

Switch# show ip igmp snooping membership vlan 20 source 40.40.40.2 group 224.10.10.10
#channels: 5
#hosts : 1
Source/Group Interface Reporter Uptime Last-Join Last-Leave

40.40.40.2/224.10.10.10 Gi4/1 20.20.20.20 00:23:37 00:06:50 00:20:30

コマンド 目的

Switch# show ip igmp snooping membership 
[interface interface_num][vlan vlan_ID] 
[reporter a.b.c.d] [source a.b.c.d group 
a.b.c.d]

EHT 情報を表示します。

（注） このコマンドは、スイッチ上で EHT がイ

ネーブルにされている場合にのみ有効で

す。
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グループ情報の表示

グループに対応付けられた詳細な IGMPv3 情報を表示するには、次のいずれかの作業を行います。

次に、VLAN 1 のホスト タイプおよびグループのポートを表示する例を示します。

Switch# show ip igmp snooping groups vlan 10 226.6.6.7
Vlan      Group          Version     Ports
---------------------------------------------------------
10        226.6.6.7      v3          Fa7/13, Fa7/14
Switch>

次に、送信元 IP アドレスに対する現在のグループのステートを表示する例を示します。

Switch# show ip igmp snooping groups vlan 10 226.6.6.7 sources
Source information for group 226.6.6.7:
Timers: Expired sources are deleted on next IGMP General Query

SourceIP       Expires   Uptime    Inc Hosts Exc Hosts
-------------------------------------------------------
2.0.0.1        00:03:04  00:03:48  2         0
2.0.0.2        00:03:04  00:02:07  2         0
Switch>

次に、ホスト MAC アドレスに対する現在のグループのステートを表示する例を示します。

Switch# show ip igmp snooping groups vlan 10 226.6.6.7 hosts
IGMPv3 host information for group 226.6.6.7
Timers: Expired hosts are deleted on next IGMP General Query

Host (MAC/IP)  Filter mode    Expires   Uptime    # Sources

コマンド 目的

Switch# show ip igmp snooping groups [vlan 
vlan_ID]

グループ、グループ（ホスト タイプ）に対して受

信されたレポート タイプ、およびレポートが受信

されたポートのリストを表示します。

レポート リストには、マルチキャスト ルータ 
ポートまたはグループの詳細な転送ポート設定は

含まれません。レポートが受信されたポートのリ

ストを表示します。

グループの詳細な転送ポート設定を表示するに

は、 show mac-address-table multicast コマンド

を使用して、このグループに対応する MAC アド

レスの CLI 出力を表示します。

Switch# show ip igmp snooping groups [vlan 
vlan_ID a.b.c.d] [summary|sources|hosts]

グループ アドレス固有の情報を表示します。送信

元およびホストに対してグループの現在のステー

トの詳細を提供します。

（注） このコマンドは、完全な IGMPv3 スヌー

ピング サポートにのみ適用され、

IGMPv1、IGMPv2、または IGMPv3 グ
ループに使用できます。

Switch# show ip igmp snooping groups [vlan 
vlan_ID] [count]

グローバルまたは VLAN 単位でシステムによっ

て学習されたグループ アドレスの総数を表示しま

す。
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-------------------------------------------------------------
175.1.0.29     INCLUDE        stopped   00:00:51       2
175.2.0.30     INCLUDE        stopped   00:04:14       2

次に、IGMPv3 グループのサマリー情報を表示する例を示します。

Switch# show ip igmp snooping groups vlan 10 226.6.6.7 summary
Group Address (Vlan 10)        : 226.6.6.7
Host type                      : v3
Member Ports                   : Fa7/13, Fa7/14
Filter mode                    : INCLUDE
Expires                        : stopped
Sources                        : 2
Reporters (Include/Exclude)    : 2/0

次に、システムによってグローバルに学習されたグループ アドレスの総数を表示する例を示します。

Switch# show ip igmp snooping groups count
Total number of groups:   54

次に、VLAN 5 で学習されたグループ アドレスの総数を表示する例を示します。

Switch# show ip igmp snooping groups vlan 5 count
Total number of groups:   30

マルチキャスト ルータ インターフェイスの表示

IGMP スヌーピングをイネーブルにすると、スイッチはマルチキャスト ルータの接続先インターフェ

イスを自動的に学習します。

マルチキャスト ルータ インターフェイスを表示するには、次の作業を行います。

次に、VLAN 1 のマルチキャスト ルータ インターフェイスを表示する例を示します。

Switch# show ip igmp snooping mrouter vlan 1
vlan            ports
-----+----------------------------------------
  1          Gi1/1,Gi2/1,Fa3/48,Router
Switch#

MAC アドレス マルチキャスト エントリの表示

VLAN の MAC アドレス マルチキャスト エントリを表示するには、次の作業を行います。

次に、VLAN 1 の MAC アドレス マルチキャスト エントリを表示する例を示します。

コマンド 目的

Switch# show ip igmp snooping mrouter vlan 
vlan_ID 

マルチキャスト ルータ インターフェイスを表示

します。

コマンド 目的

Switch# show mac-address-table multicast 
vlan vlan_ID [count]

VLAN の MAC アドレス マルチキャスト エントリ

を表示します。
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Switch# show mac-address-table multicast vlan 1
Multicast Entries
 vlan    mac address     type    ports
-------+---------------+-------+-------------------------------------------
   1    0100.5e01.0101     igmp Switch,Gi6/1
   1    0100.5e01.0102     igmp Switch,Gi6/1
   1    0100.5e01.0103     igmp Switch,Gi6/1
   1    0100.5e01.0104     igmp Switch,Gi6/1
   1    0100.5e01.0105     igmp Switch,Gi6/1
   1    0100.5e01.0106     igmp Switch,Gi6/1
Switch#

次に、VLAN 1 の MAC アドレス エントリの総数を表示する例を示します。

Switch# show mac-address-table multicast vlan 1 count
Multicast MAC Entries for vlan 1:    4
Switch#

VLAN インターフェイス上の IGMP スヌーピング情報の表示

特定の VLAN 上の IGMP スヌーピング情報を表示するには、次の作業を行います。

次に、VLAN 5 上の IGMP スヌーピング情報を表示する例を示します。

Switch# show ip igmp snooping vlan 5
Global IGMP Snooping configuration:
-----------------------------------
IGMP snooping             :Enabled
IGMPv3 snooping support   :Full
Report suppression        :Enabled
TCN solicit query         :Disabled
TCN flood query count     :2

Vlan 5:
--------
IGMP snooping                  :Enabled
Immediate leave                :Disabled
Explicit Host Tracking         :Disabled
Multicast router learning mode :pim-dvmrp
CGMP interoperability mode     :IGMP_ONLY

IGMP スヌーピング クエリア情報の表示

IGMP スヌーピング クエリア情報を表示するには、次の作業を行います。

次に、スヌーピング クエリア情報を表示する例を示します。

コマンド 目的

Switch# show ip igmp snooping vlan vlan_ID 特定の VLAN インターフェイス上の IGMP ス
ヌーピング情報を表示します。

コマンド 目的

Switch# show ip igmp snooping querier [vlan 
vlan_ID] [detail]

IGMP スヌーピング クエリアの状態を表示しま

す。
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switch# show ip igmp snooping querier vlan 2 detail
IP address                   : 1.2.3.4
IGMP version                : v2
Port                          : Router/Switch
Max response time        : 12s

Global IGMP switch querier status
------------------------------------------------
admin state                  : Enabled
admin version                : 2
source IP address            : 1.2.3.4
query-interval (sec)         : 130
max-response-time (sec)   : 10
querier-timeout (sec)         : 100
tcn query count              : 2
tcn query interval (sec)     : 10

Vlan 2:   IGMP switch querier status
------------------------------------------------
admin state                         : Enabled
admin version                    : 2
source IP address               : 1.2.3.4
query-interval (sec)            : 55
max-response-time (sec)    : 12
querier-timeout (sec)          : 70
tcn query count                   : 10
tcn query interval (sec)       : 8
operational state                  : Querier
operational version              : 2
tcn query pending count      : 0 

IGMP フィルタリングの設定
ここでは、次の内容について説明します。

• 「IGMP フィルタリングのデフォルト設定」（P.25-21）

• 「IGMP プロファイルの設定」（P.25-21）

• 「IGMP プロファイルの適用」（P.25-22）

• 「IGMP グループの 大数の設定」（P.25-23）

（注） IGMP フィルタリング機能は、IGMPv1 および IGMPv2 だけで動作します。

メトロポリタンまたは Multiple-Dwelling Unit（MDU）インストールなど一部の環境では、管理者は

スイッチ ポート上のユーザが所属するマルチキャスト グループを制御できます。管理者は加入計画ま

たはサービス計画の種類に基づいて、IP/TV などのマルチキャスト サービスの配布を制御できます。

管理者はこのような制御を実行する場合に、IGMP フィルタリング機能を使用します。この機能を使用

すると、IP マルチキャスト プロファイルを設定して、これらを個々のスイッチ ポートに関連付けるこ

とで、ポート単位でマルチキャスト加入をフィルタリングできます。IGMP プロファイルにはマルチ

キャスト グループを 1 つまたは複数格納して、グループへのアクセスを許可するか拒否するかを指定

できます。マルチキャスト グループへのアクセスを拒否する IGMP プロファイルがスイッチ ポートに

適用されると、IP マルチキャスト トラフィックのストリームを要求する IGMP Join レポートが廃棄さ
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れ、ポートはそのグループからの IP マルチキャスト トラフィックを受信できなくなります。マルチ

キャスト グループへのアクセスがフィルタリング アクションで許可されている場合は、ポートからの 
IGMP レポートが転送されて、通常の処理が行われます。

IGMP フィルタリングは、IGMP メンバーシップの Join 要求のみを制御し、IP マルチキャスト トラ

フィックの転送指示機能には関与しません。

 ip igmp max-groups n コマンドを使用すると、レイヤ 2 インターフェイスが加入できる IGMP グルー

プの 大数も設定できます。

IGMP フィルタリングのデフォルト設定

表 25-2 に、IGMP フィルタリングのデフォルト設定を示します。

IGMP プロファイルの設定

IGMP プロファイルを設定し、IGMP プロファイル コンフィギュレーション モードを開始するには、

ip igmp profile グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。IGMP プロファイル コン

フィギュレーション モードで、ポートからの IGMP Join 要求のフィルタリングに使用される IGMP プ
ロファイルのパラメータを指定できます。IGMP プロファイル コンフィギュレーション モードでは、

次のコマンドを使用してプロファイルを作成できます。

• deny：一致するアドレスを拒否すること（デフォルトの状態）を指定します。

• exit：IGMP プロファイル コンフィギュレーション モードを終了します。

• no：コマンドを無効にするか、デフォルト設定にします。

• permit：一致するアドレスを許可することを指定します。

• range：プロファイルの IP アドレスの範囲を指定します。単一の IP アドレスまたは開始アドレス

と終了アドレスを指定した IP アドレス範囲を入力します。

デフォルトでは、IGMP プロファイルは設定されていません。 permit または deny キーワード以外でプ

ロファイルが設定されている場合、デフォルトは IP アドレス範囲へのアクセス拒否になります。

ポートの IGMP プロファイルを作成するには、次の作業を行います。

表 25-2 IGMP フィルタリングのデフォルト設定

機能 デフォルト設定

IGMP フィルタ フィルタリングなし

IGMP グループの 大数 制限なし

IGMP プロファイル 未定義

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# ip igmp profile profile 
number

IGMP プロファイル コンフィギュレーション モードを開始

し、設定するプロファイルに数値を割り当てます。1 ～ 4、
294、967、295 の数値を指定できます。
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プロファイルを削除するには、no ip igmp profile profile-number グローバル コンフィギュレーション 
コマンドを使用します。

IP マルチキャスト アドレスまたは IP マルチキャスト アドレス範囲を削除するには、no range ip 
multicast address IGMP プロファイル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

次に、IGMP プロファイル 4 を作成し（単一の IP マルチキャスト アドレスへのアクセスを許可）、設

定を確認する例を示します。アクションが deny（デフォルト）である場合、show ip igmp profile コマ

ンドの出力には表示されません。

Switch# configure terminal
Switch(config)# ip igmp profile 4
Switch(config-igmp-profile)# permit
Switch(config-igmp-profile)# range 229.9.9.0
Switch(config-igmp-profile)# end
Switch# show ip igmp profile 4
IGMP Profile 4
    permit
    range 229.9.9.0 229.9.9.0

IGMP プロファイルの適用

IGMP プロファイルの定義に従ってアクセスを制御するには、ip igmp filter インターフェイス コン

フィギュレーション コマンドを使用して、プロファイルを該当するインターフェイスに適用します。1 
つのプロファイルを複数のインターフェイスに適用できますが、各インターフェイスに適用できるプロ

ファイルは 1 つだけです。

（注） IGMP プロファイルは、レイヤ 2 ポートにだけ適用できます。ルーテッド ポート（または Switch 
Virtual Interface（SVI; スイッチ仮想インターフェイス））あるいは EtherChannel ポート グループに属

するポートに IGMP プロファイルは適用できません。

ステップ 3 Switch(config-igmp-profile)# permit | deny （任意）IP マルチキャスト アドレスへのアクセスを許可また

は拒否するアクションを設定します。アクションを設定しな

いと、プロファイルのデフォルト設定はアクセス拒否になり

ます。

ステップ 4 Switch(config-igmp-profile)# range ip 
multicast address

アクセスを制御する IP マルチキャスト アドレスまたは IP マ
ルチキャスト アドレスの範囲を入力します。範囲を入力す

る場合は、IP マルチキャスト アドレスの下限値、スペース

を 1 つ、IP マルチキャスト アドレスの上限値を入力します。

複数のアドレスまたはアドレスの範囲を入力する場合は、

range コマンドを繰り返し使用します。

ステップ 5 Switch(config-igmp-profile)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 Switch# show ip igmp profile profile-number プロファイルの設定を確認します。

ステップ 7 Switch# copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存しま

す。

コマンド 目的
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スイッチ ポートに IGMP プロファイルを適用するには、次の作業を行います。

インターフェイスからプロファイルを削除するには、no ip igmp filter コマンドを使用します。

次に、IGMP プロファイル 4 をインターフェイスに適用し、設定を確認する例を示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# interface fastethernet2/12
Switch(config-if)# ip igmp filter 4
Switch(config-if)# end
Switch# show running-config interface fastethernet2/12
Building configuration...

Current configuration : 123 bytes
!
interface FastEthernet2/12
 no ip address
 shutdown
 snmp trap link-status
 ip igmp max-groups 25
 ip igmp filter 4
end

IGMP グループの 大数の設定

レイヤ 2 インターフェイスが加入できる IGMP グループの 大数を設定するには、ip igmp 
max-groups インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。 大数をデフォルト

設定（制限なし）に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。

（注） この制限はレイヤ 2 ポートにだけ適用できます。ルーテッド ポート（または SVI）あるいは 
EtherChannel ポート グループに属するポートには、IGMP グループの 大数を設定できません。

スイッチ ポートに IGMP プロファイルを適用するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# interface interface-id インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始し、設

定する物理インターフェイス（fastethernet2/3 など）を入力し

ます。インターフェイスは、EtherChannel ポート グループに属

さないレイヤ 2 ポートでなければなりません。

ステップ 3 Switch(config-if)# ip igmp filter profile 
number

インターフェイスに指定された IGMP プロファイルを適用しま

す。プロファイル番号には、1 ～ 4,294,967,295 を指定できま

す。

ステップ 4 Switch(config-if)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 Switch# show running configuration 
interface interface-id

設定を確認します。

ステップ 6 Switch# copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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次に、インターフェイスが加入できる IGMP グループの数を 25 に制限する例を示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# interface fastethernet2/12
Switch(config-if)# ip igmp max-groups 25
Switch(config-if)# end
Switch# show running-config interface fastethernet2/12
Building configuration...

Current configuration : 123 bytes
!
interface FastEthernet2/12
 no ip address
 shutdown
 snmp trap link-status
 ip igmp max-groups 25
 ip igmp filter 4
end

IGMP フィルタリングの設定の表示
スイッチ上のすべてのインターフェイス、または指定されたインターフェイスの IGMP プロファイル

と 大グループ設定を表示できます。

IGMP プロファイルを表示するには、次の作業を行います。

 

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# interface interface-id インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始し、設

定する物理インターフェイス（gigabitethernet1/1 など）を入力

します。インターフェイスは、EtherChannel グループに属さな

いレイヤ 2 ポートでなければなりません。

ステップ 3 Switch(config-if)# ip igmp max-groups 
number

インターフェイスが加入できる IGMP グループの 大数を設定

します。指定できる範囲は 0 ～ 4,294,967,294 です。デフォルト

では 大数が設定されていません。

大グループ制限を削除し、 大数なしのデフォルトに戻すに

は、no ip igmp max-groups コマンドを使用します。

ステップ 4 Switch(config-if)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 Switch# show running-configuration 
interface interface-id

設定を確認します。

ステップ 6 Switch# copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 目的

Switch# show ip igmp profile [profile number] 指定された IGMP プロファイル、またはスイッチ上で定義され

たすべての IGMP プロファイルを表示します。
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インターフェイス コンフィギュレーションを表示するには、次の作業を行います。

 

次に、プロファイル番号が入力されていない場合の show ip igmp profile 特権 EXEC コマンドの例を

示します。スイッチ上で定義されたすべてのプロファイルが表示されます。

Switch# show ip igmp profile
IGMP Profile 3
    range 230.9.9.0 230.9.9.0
IGMP Profile 4
    permit
    range 229.9.9.0 229.255.255.255

次に、インターフェイスに IGMP の 大設定グループ数が指定され、IGMP プロファイル 4 がイン

ターフェイスに適用されている場合の show running-config 特権 EXEC コマンドの例を示します。

Switch# show running-config interface fastethernet2/12
Building configuration...
Current configuration : 123 bytes
!
interface FastEthernet2/12
 no ip address
 shutdown
 snmp trap link-status
 ip igmp max-groups 25
 ip igmp filter 4
end

コマンド 目的

Switch# show running-configuration [interface 
interface-id] 

指定されたインターフェイスまたはスイッチ上のすべてのイン

ターフェイスに関する、（設定されている場合は）インターフェ

イスが所属できる IGMP グループの 大数と、インターフェイ

スに適用された IGMP プロファイルを含む設定を表示します。
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IPv6 MLD スヌーピングの設定

Catalyst 4500 シリーズ スイッチでマルチキャスト リスナー検出（MLD）スヌーピングを使用すれば、

スイッチド ネットワーク内のクライアントおよびルータへ IP バージョン 6（IPv6）マルチキャスト 
データを効率的に配信できるようになります。

この章で説明する内容は、次のとおりです。

• 「MLD スヌーピングについて」（P.26-1）

• 「IPv6 MLD スヌーピングの設定」（P.26-5）

• 「MLD スヌーピング情報の表示」（P.26-11）

（注） この章で使用するスイッチ コマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL で『Cisco 
Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』と関連資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products//hw/switches/ps4324/index.html

『Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』に掲載されていないコマンドについては、より詳

細な Cisco IOS ライブラリを参照してください。次の URL でCisco IOS コマンド リファレンスと関連

資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html

MLD スヌーピングについて
IP バージョン 4（IPv4）では、レイヤ 2 スイッチはインターネット グループ管理プロトコル（IGMP）
スヌーピングを使用して、ダイナミックにレイヤ 2 インターフェイスを設定することにより、マルチ

キャスト トラフィックのフラッディングを抑制します。そのため、マルチキャスト トラフィックは IP 
マルチキャスト デバイスに対応付けられたインターフェイスにだけ転送されます。IPv6 では、MLD 
スヌーピングが同様の機能を実行します。MLD スヌーピングを使用すると、IPv6 マルチキャスト 
データは VLAN 内のすべてのポートにフラッディングされるのではなく、データを受信するポートの

リストに選択的に転送されます。このリストは、IPv6 マルチキャスト制御パケットをスヌーピングす

ることにより構築されます。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html
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MLD スヌーピングについて

MLD は IPv6 マルチキャスト ルータで使用されるプロトコルで、直接接続されたリンク上のマルチ

キャスト リスナー（IPv6 マルチキャスト パケットを受信するノード）の存在、および隣接ノードの対

象とするマルチキャスト パケットを検出します。MLD は IGMP から派生しています。MLD バージョ

ン 1（MLDv1）は IGMPv2 と、MLD バージョン 2（MLDv2）は IGMPv3 とそれぞれ同等です。

MLD は ICMP バージョン 6（ICMPv6）のサブプロトコルです。MLD メッセージは ICMPv6 メッ

セージのサブセットで、IPv6 パケット内で先頭の Next Header 値 58 により識別されます。

スイッチは、次の 2 つのバージョンの MLD スヌーピングをサポートします。

• MLDv1 スヌーピング：MLDv1 制御パケットを検出し、IPv6 宛先マルチキャスト アドレスに基づ

いてトラフィックのブリッジングを設定します。

• MLDv2 Basic Snooping（MBSS; MLDv2 基本スヌーピング）：MLDv2 制御パケットを使用して、

IPv6 宛先マルチキャスト アドレスに基づいてトラフィックの転送を設定します。

スイッチは MLDv1 プロトコル パケットと MLDv2 プロトコル パケットの両方でスヌーピングでき、

IPv6 宛先マルチキャスト アドレスに基づいて IPv6 マルチキャスト データをブリッジングします。

（注） スイッチは、IPv6 送信元および宛先マルチキャスト アドレスベースの転送を設定する MLDv2 
Enhanced Snooping（MESS; MLDv2 拡張スヌーピング）をサポートしません。

MLD スヌーピングは、グローバルまたは VLAN 単位でイネーブルまたはディセーブルに設定できま

す。MLD スヌーピングがイネーブルの場合、VLAN 単位の IPv6 マルチキャスト MAC アドレス テー

ブルはソフトウェアで構築され、VLAN 単位の IPv6 マルチキャスト アドレス テーブルはソフトウェ

アおよびハードウェアで構築されます。その後、スイッチはハードウェアで IPv6 マルチキャストアド

レスに基づくブリッジングを実行します。

次に、IPv6 MLD スヌーピングの一部のパラメータについて説明します。

• 「MLD メッセージ」（P.26-2）

• 「MLD クエリー」（P.26-3）

• 「マルチキャスト クライアント エージング」（P.26-3）

• 「マルチキャスト ルータ検出」（P.26-3）

• 「MLD レポート」（P.26-4）

• 「MLD Done メッセージおよび即時脱退」（P.26-4）

• 「TCN 処理」（P.26-4）

MLD メッセージ

MLDv1 は、次の 3 種類のメッセージをサポートします。

• Listener Query：IGMPv2 クエリーと同等で、General Query または Mulicast-Address-Specific 
Query（MASQ）のいずれかになります。

• Multicast Listener Report：IGMPv2 レポートと同等です。

• Multicast Listener Done メッセージ：IGMPv2 Leave メッセージと同等です。

MLDv2 では、MLDv1 レポートおよび Done メッセージに加えて、MLDv2 クエリーおよび MLDv2 レ
ポートもサポートします。

メッセージの送受信の結果生じるメッセージ タイマーおよびステート移行は、IGMPv2 メッセージの

場合と同じです。リンクに対してローカルで有効な IPv6 送信元アドレスを持たない MLD メッセージ

は、MLD ルータおよび MLD スイッチで無視されます。
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MLD スヌーピングについて

MLD クエリー

スイッチは MLD クエリーを送信し、IPv6 マルチキャスト アドレス データベースを構築し、MLD グ
ループ固有クエリー、MLD グループおよび送信元固有クエリーを生成して、MLD Done メッセージに

応答します。また、スイッチはレポート抑制、レポート プロキシング、即時脱退機能、およびスタ

ティックな IPv6 マルチキャスト MAC アドレス設定もサポートします。

MLD スヌーピングがディセーブルの場合、すべての MLD クエリーが入力 VLAN でフラッディングさ

れます。

MLD スヌーピングがイネーブルの場合、受信された MLD クエリーが入力 VLAN でフラッディングさ

れ、クエリーのコピーは CPU に送信され、処理されます。MLD スヌーピングでは、受信されたクエ

リーから IPv6 マルチキャスト アドレス データベースを構築します。MLD スヌーピングは、マルチ

キャスト ルータ ポートを検出して、タイマーを維持し、レポート応答時間を設定します。また、

VLAN のクエリア IP 送信元アドレス、VLAN 内のクエリア ポートを学習して、マルチキャストアド

レス エージングを維持します。

グループが MLD スヌーピング データベースに存在する場合、スイッチは MLDv1 レポートを送信し

て、グループ固有のクエリーに応答します。このグループが不明の場合、グループ固有のクエリーは入

力 VLAN にフラッディングされます。

ホストがマルチキャスト グループから脱退する場合、MLD Done メッセージ（IGMP Leave メッセー

ジと同等）を送信できます。スイッチが MLDv1 Done メッセージを受信した際に、即時脱退がイネー

ブルでなければ、スイッチはメッセージを受信したポートに MASQ を送信して、ポートに接続する他

のデバイスがマルチキャスト グループに残る必要があるかどうか判別します。

マルチキャスト クライアント エージング

クエリー数に基づいて、アドレスからのポート メンバーシップの削除を設定できます。1 つのアドレス

に対するメンバーシップからポートが削除されるのは、設定された数のクエリーに関してポート上のア

ドレスに対するレポートがない場合のみです。デフォルト値は 2 です。

マルチキャスト ルータ検出

MLD スヌーピングは次の特性を持つマルチキャスト ルータ検出を実行します。

• ユーザにより設定されたポートには、期限切れがありません。

• ダイナミックなポート学習は、MLDv1 スヌーピング クエリーおよび IPv6 PIMv2 パケットにより

行われます。

• 複数のルータが同じレイヤ 2 インターフェイス上に存在する場合、MLD スヌーピングではポート

上の単一のマルチキャスト ルータ（直前にルータ制御パケットを送信したルータ）を追跡します。

• マルチキャスト ルータ ポートのダイナミックなエージングは、デフォルト タイマーの 5 分に基づ

きます。ポート上で制御パケットが 5 分間受信されない場合、マルチキャスト ルータはルータの

ポート リストから削除されます。

• IPv6 マルチキャスト ルータ検出が実行されるのは、MLD スヌーピングがスイッチでイネーブル

の場合のみです。

• 受信された IPv6 マルチキャスト ルータ制御パケットは、スイッチで MLD スヌーピングがイネー

ブルかどうかにかかわらず、常に入力 VLAN にフラッディングされます。

• 初の IPv6 マルチキャスト ルータ ポートが検出された後は、不明の IPv6 マルチキャスト データ

は、検出されたルータ ポートに対してのみ転送されます（それまでは、すべての IPv6 マルチキャ

スト データは入力 VLAN にフラッディングされます）。
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MLD スヌーピングについて

MLD レポート

MLDv1 join メッセージは、本質的には IGMPv2 と同じように処理されます。IPv6 マルチキャスト 
ルータが VLAN で検出されない場合は、レポートが処理されないか、またはスイッチから転送されま

せん。IPv6 マルチキャスト ルータが検出され、MLDv1 レポートが受信されると、IPv6 マルチキャス

ト グループ アドレスおよび IPv6 マルチキャスト MAC アドレスが VLAN の MLD データベースに入

力されます。その後、VLAN 内のグループに対するすべての IPv6 マルチキャスト トラフィックが、こ

のアドレスを使用して転送されます。MLD スヌーピングがディセーブルの場合、レポートは入力 
VLAN でフラッディングされます。

MLD スヌーピングがイネーブルの場合は、MLD レポート抑制（リスナー メッセージ抑制）は自動的

にイネーブルになります。レポート抑制により、スイッチはグループで受信された 初の MLDv1 レ
ポートを IPv6 マルチキャスト ルータに転送します。グループのそれ以降のレポートはルータに送信さ

れません。MLD スヌーピングがディセーブルの場合は、レポート抑制がディセーブルになり、すべて

の MLDv1 レポートは入力 VLAN にフラッディングされます。

スイッチは、MLDv1 プロキシ レポーティングもサポートします。MLDv1 MASQ が受信されると、ス

イッチに他のポートのグループが存在する場合、およびクエリーを受信したポートとアドレスの 後の

メンバ ポートが異なる場合は、スイッチはクエリーを受信したアドレスに関する MLDv1 レポートで

応答します。

MLD Done メッセージおよび即時脱退

即時脱退機能がイネーブルの場合にホストが MLDv1 Done メッセージ（IGMP Leave メッセージと同

等）を送信すると、Done メッセージを受信したポートはグループからただちに削除されます。VLAN 
で即時脱退をイネーブルにする場合は（IGMP スヌーピングと同様に）、ポートに単一のホストが接続

されている VLAN でのみこの機能を使用します。ポートがグループの 後のメンバである場合、グ

ループも削除され、検出された IPv6 マルチキャスト ルータに脱退情報が転送されます。

VLAN で即時脱退がイネーブルでない場合（同じポートにグループの複数のクライアントが存在する

ケース）に、Done メッセージがポートで受信されると、MASQ がそのポートで生成されます。ユーザ

は、既存アドレスのポート メンバーシップが削除される時期を MASQ 数の観点から制御できます。ア

ドレスに対するメンバーシップからポートが削除されるのは、設定された数のクエリーに関してポート

上のアドレスに対する MLDv1 レポートがない場合です。

生成される MASQ 数は、ipv6 mld snooping last-listener-query count グローバル コンフィギュレー

ション コマンドにより設定されます。デフォルト値は 2 です。

MASQ は、Done メッセージが送信された IPv6 マルチキャスト アドレスに送信されます。スイッチの

大応答時間内に MASQ で指定された IPv6 マルチキャスト アドレスにレポートが送信されなければ、

MASQ が送信されたポートは IPv6 マルチキャスト アドレス データベースから削除されます。 大応

答時間は、ipv6 mld snooping last-listener-query-interval グローバル コンフィギュレーション コマ

ンドにより設定します。削除されたポートがマルチキャスト アドレスの 後のメンバである場合は、

マルチキャスト アドレスも削除され、スイッチは検出されたマルチキャスト ルータすべてにアドレス

脱退情報を送信します。

TCN 処理

ipv6 mld snooping tcn query solicit グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、トポロ

ジ変更通知（TCN）送信請求をイネーブルにすると、MLDv1 スヌーピングは、設定された数の 
MLDv1 クエリーによりすべての IPv6 マルチキャスト トラフィックをフラッディングするよう VLAN 
に設定してから、選択されたポートにのみマルチキャスト データの送信を開始します。この値は、

ipv6 mld snooping tcn flood query count グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して設
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定します。デフォルトでは、2 つのクエリーが送信されます。スイッチが VLAN 内のスパニングツ

リー プロトコル（STP）ルートになる場合、またはスイッチがユーザにより設定された場合は、リン

クに対してローカルで有効な IPv6 送信元アドレスを持つ MLDv1 グローバル Done メッセージも生成

されます。このプロセスは、IGMP スヌーピングでの場合と同様です。

IPv6 MLD スヌーピングの設定
次に、IPv6 MLD スヌーピングの設定方法について説明します。

• 「MLD スヌーピングのデフォルト設定」（P.26-5）

• 「MLD スヌーピング設定時の注意事項」（P.26-6）

• 「MLD スヌーピングのイネーブル化またはディセーブル化」（P.26-6）

• 「スタティックなマルチキャスト グループの設定」（P.26-7）

• 「マルチキャスト ルータ ポートの設定」（P.26-8）

• 「MLD 即時脱退のイネーブル化」（P.26-8）

• 「MLD スヌーピング クエリーの設定」（P.26-9）

• 「MLD リスナー メッセージ抑制のディセーブル化」（P.26-10）

MLD スヌーピングのデフォルト設定

表 26-1 に、MLD スヌーピングのデフォルト設定を示します。

表 26-1 MLD スヌーピングのデフォルト設定

機能 デフォルト設定

MLD スヌーピング（グローバル） ディセーブル。

MLD スヌーピング（VLAN 単位） イネーブル。VLAN MLD スヌーピングが実行されるために

は、MLD スヌーピングがグローバルにイネーブルである必要

があります。

IPv6 マルチキャスト アドレス 未設定。

IPv6 マルチキャスト ルータ ポート 未設定。

MLD スヌーピング即時脱退 ディセーブル。

MLD スヌーピングの堅牢性変数 グローバル：2、VLAN 単位：0。

（注） VLAN 値はグローバル設定を上書きします。VLAN 値
が 0 の場合、VLAN はグローバル数を使用します。

後のリスナー クエリー カウント グローバル：2、VLAN 単位：0。

（注） VLAN 値はグローバル設定を上書きします。VLAN 値
が 0 の場合、VLAN はグローバル数を使用します。

後のリスナー クエリー インターバ

ル

グローバル：1000（1 秒）、VLAN：0。

（注） VLAN 値はグローバル設定を上書きします。VLAN 値
が 0 の場合、VLAN はグローバルのインターバルを使

用します。

TCN クエリー送信請求 ディセーブル。
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MLD スヌーピング設定時の注意事項

MLD スヌーピングの設定時は、次の注意事項に従ってください。

• MLD スヌーピングの特性はいつでも設定できますが、設定を有効にする場合は、ipv6 mld 
snooping グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して MLD スヌーピングをグローバ

ルにイネーブルにする必要があります。

• MLD スヌーピングと IGMP スヌーピングは相互に独立して動作します。スイッチで両方の機能を

同時にイネーブルにできます。Catalyst 4500 シリーズ スイッチで共存可能な IPv4 および IPv6 マ
ルチキャスト グループの合計エントリ数は、16384 個に制限されています。

• 512 MB のメモリを持つスーパーバイザ エンジンは、約 11000 の MLD スヌーピング マルチキャ

スト グループをサポートします。1 GB のメモリを持つスーパーバイザ エンジンは、16384 の 
MLD スヌーピング マルチキャスト グループをサポートします。

MLD スヌーピングのイネーブル化またはディセーブル化

デフォルトでは、IPv6 MLD スヌーピングはスイッチではグローバルにディセーブルで、すべての 
VLAN ではイネーブルです。MLD スヌーピングがグローバルにディセーブルの場合は、すべての 
VLAN でもディセーブルです。MLD スヌーピングをグローバルにイネーブルにすると、VLAN 設定

はグローバル設定を上書きします。MLD スヌーピングはデフォルト ステート（イネーブル）の 
VLAN インターフェイスでのみイネーブルにされます。

VLAN 単位で MLD スヌーピングをイネーブルおよびディセーブルにできますが、MLD スヌーピング

をグローバルにディセーブルにした場合は、すべての VLAN でディセーブルになります。グローバル 
スヌーピングがイネーブルの場合、VLAN スヌーピングをイネーブルまたはディセーブルに設定でき

ます。

スイッチで MLD スヌーピングをグローバルにイネーブルにするには、次の作業を行います。

スイッチで MLD スヌーピングをグローバルにディセーブルにするには、no ipv6 mld snooping グロー

バル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

VLAN 上で MLD スヌーピングをイネーブルにするには、次の作業を行います。

TCN クエリー カウント 2

MLD リスナー抑制 ディセーブル。

表 26-1 MLD スヌーピングのデフォルト設定 （続き）

機能 デフォルト設定

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# ipv6 mld snooping スイッチで MLD スヌーピングをグローバルにイネーブルにします。

ステップ 3 Switch(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 Switch# copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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VLAN インターフェイスで MLD スヌーピングをディセーブルにするには、指定した VLAN 番号に対

して no ipv6 mld snooping vlan vlan-id グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

スタティックなマルチキャスト グループの設定

ホストまたはレイヤ 2 ポートは、通常マルチキャスト グループにダイナミックに加入しますが、

VLAN に IPv6 マルチキャスト アドレスおよびメンバ ポートをスタティックに設定することもできま

す。

マルチキャスト グループのメンバとしてレイヤ 2 ポートを追加するには、次の作業を行います。

マルチキャスト グループからレイヤ 2 ポートを削除するには、no ipv6 mld snooping vlan vlan-id 
static mac-address interface interface-id グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

グループからすべてのメンバ ポートが削除された場合、このグループは削除されます。

次に、IPv6 マルチキャスト グループを静的に設定する例を示します。

Switch# configure terminal

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# ipv6 mld snooping スイッチで MLD スヌーピングをグローバルにイネーブルにします。

ステップ 3 Switch(config)# ipv6 mld snooping vlan 
vlan-id

VLAN で MLD スヌーピングをイネーブルにします。指定できる 
VLAN ID の範囲は 1 ～ 1001 および 1006 ～ 4094 です。

（注） VLAN スヌーピングをイネーブルにするには、MLD スヌー

ピングがグローバルにイネーブルである必要があります。

ステップ 4 Switch(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 Switch# copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# ipv6 mld snooping vlan 
vlan-id static ipv6_multicast_address 
interface interface-id

マルチキャスト グループのメンバとしてレイヤ 2 ポートにマル

チキャスト グループを静的に設定します。

• vlan-id は、マルチキャスト グループの VLAN ID です。指

定できる VLAN ID の範囲は 1 ～ 1001 および 1006 ～ 4094 
です。

• ipv6_multicast_address は、128 ビットのグループ IPv6 ア
ドレスです。このアドレスは RFC 2373 で指定された形式

でなければなりません。

• interface-id は、メンバ ポートです。物理インターフェイ

スまたはポート チャネル（1 ～ 64）に設定できます。

ステップ 3 Switch(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 Switch# show mac-address-table multicast 
mld-snooping

スタティック メンバ ポートおよび IPv6 アドレスを確認しま

す。

ステップ 5 Switch# copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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Switch(config)# ipv6 mld snooping vlan 2 static 3333.0000.0003 interface 
gigabitethernet1/1
Switch(config)# end

マルチキャスト ルータ ポートの設定

MLD スヌーピングでは、MLD クエリーおよび PIMv6 クエリーを介してルータ ポートについて学習し

ますが、コマンドライン インターフェイス（CLI）を使用しても VLAN にマルチキャスト ルータ ポー

トを追加できます。マルチキャスト ルータ ポートを追加する（マルチキャスト ルータにスタティック

接続を追加する）には、スイッチで ipv6 mld snooping vlan mrouter グローバル コンフィギュレー

ション コマンドを使用します。

（注） マルチキャスト ルータへのスタティック接続は、スイッチ ポートに限りサポートされます。

VLAN にマルチキャスト ルータ ポートを追加するには、次の手順を実行します。

VLAN からマルチキャスト ルータ ポートを削除するには、no ipv6 mld snooping vlan vlan-id 
mrouter interface interface-id グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

次に、VLAN 200 にマルチキャスト ルータ ポートを追加する例を示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# ipv6 mld snooping vlan 200 mrouter interface gigabitethernet1/0/2
Switch(config)# exit

MLD 即時脱退のイネーブル化

MLDv1 即時脱退をイネーブルにした場合、スイッチはポートで MLD Done メッセージを検出すると

ただちに、マルチキャスト グループからポートを削除します。即時脱退機能を使用するのは、VLAN 
の各ポート上にレシーバが 1 つだけ存在する場合に限定してください。複数のクライアントが同じポー

トのマルチキャスト グループに存在している場合は、VLAN で即時脱退をイネーブルにしないでくだ

さい。

MLDv1 即時脱退をイネーブルにするには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# ipv6 mld snooping vlan 
vlan-id mrouter interface interface-id

マルチキャスト ルータの VLAN ID を指定して、マルチキャス

ト ルータにインターフェイスを指定します。

• 指定できる VLAN ID の範囲は 1 ～ 1001 および 1006 ～ 
4094 です。

• このインターフェイスには物理インターフェイスまたは

ポート チャネルを指定できます。ポート チャネル範囲は 1 
～ 64 です。

ステップ 3 Switch(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 Switch# show ipv6 mld snooping mrouter 
[vlan vlan-id]

VLAN インターフェイスで IPv6 MLD スヌーピングがイネーブ

ルになっていることを確認します。

ステップ 5 Switch# copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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VLAN で MLD 即時脱退をディセーブルにするには、no ipv6 mld snooping vlan vlan-id 
immediate-leave グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

次に、VLAN 130 で MLD 即時脱退をイネーブルにする例を示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# ipv6 mld snooping vlan 130 immediate-leave
Switch(config)# exit

MLD スヌーピング クエリーの設定

即時脱退がイネーブルでない場合に、ポートが MLD Done メッセージを受信すると、スイッチはポー

トで MASQ を生成して、Done メッセージが送信された IPv6 マルチキャスト アドレスに送信します。

ポートがマルチキャスト グループから削除される前に、送信される MASQ 数およびスイッチが応答を

待機する時間を任意で設定できます。

スイッチまたは VLAN に MLD スヌーピング クエリーの特性を設定するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# ipv6 mld snooping 
vlan vlan-id immediate-leave

VLAN インターフェイスで MLD 即時脱退をイネーブルにします。

ステップ 3 Switch(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 Switch# show ipv6 mld snooping vlan 
vlan-id

VLAN インターフェイス上で即時脱退がイネーブルになっていること

を確認します。

ステップ 5 Switch# copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# ipv6 mld snooping 
robustness-variable value

（任意）スイッチが一般クエリーに応答しないリスナー（ポート）を

削除する前に、送信されるクエリー数を設定します。指定できる範囲

は 1 ～ 3 です。デフォルトは 2 です。

ステップ 3 Switch(config)# ipv6 mld snooping 
vlan vlan-id robustness-variable 
value

（任意）VLAN 単位でロバストネス変数を設定します。これにより、

MLD レポート応答がない場合にマルチキャスト アドレスがエージン

グ アウトされるまでに、MLD スヌーピングが送信する一般クエリー

数が決定されます。指定できる範囲は 1 ～ 3 です。デフォルトは 0 で
す。0 に設定すると、使用される数はグローバルな堅牢性変数の値に

なります。

ステップ 4 Switch(config)# ipv6 mld snooping 
last-listener-query-count count

（任意）MLD クライアントがエージング アウトされる前にスイッチが

送信する MASQ 数を設定します。指定できる範囲は 1 ～ 7 です。デ

フォルトは 2 です。クエリーは 1 秒後に送信されます。

ステップ 5 Switch(config)# ipv6 mld snooping 
vlan vlan-id 
last-listener-query-count count

（任意）VLAN 単位で last-listener クエリー カウントを設定します。

この値はグローバルに設定された値を上書きします。指定できる範囲

は 1 ～ 7 です。デフォルトは 0 です。0 に設定すると、グローバルな

カウント値が使用されます。クエリーは 1 秒後に送信されます。
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次に、MLD スヌーピングのグローバルな堅牢性変数を 3 に設定する例を示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# ipv6 mld snooping robustness-variable 3
Switch(config)# exit

次に、VLAN の MLD スヌーピングの 後のリスナー クエリー カウントを 3 に設定する例を示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# ipv6 mld snooping vlan 200 last-listener-query-count 3
Switch(config)# exit

次に、MLD スヌーピングの 後のリスナー クエリー インターバル（ 大応答時間）を 2000（2 秒）

に設定する例を示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# ipv6 mld snooping last-listener-query-interval 2000
Switch(config)# exit

MLD リスナー メッセージ抑制のディセーブル化

デフォルトでは、MLD スヌーピング リスナー メッセージ抑制はイネーブルに設定されています。こ

の機能がイネーブルの場合、スイッチはマルチキャスト ルータ クエリーごとに 1 つの MLD レポート

のみを転送します。メッセージ抑制がディセーブルの場合は、複数のマルチキャスト ルータに MLD 
レポートが転送されます。

ステップ 6 Switch(config)# ipv6 mld snooping 
last-listener-query-interval interval

（任意）スイッチが MASQ を送信したあと、マルチキャスト グループ

からポートを削除するまで待機する 大応答時間を設定します。指定

できる範囲は、100 ～ 32,768 ミリ秒です。デフォルト値は 1000（1 
秒）です。

ステップ 7 Switch(config)# ipv6 mld snooping 
vlan vlan-id 
last-listener-query-interval interval

（任意）VLAN 単位で last-listener クエリー インターバルを設定しま

す。この値はグローバルに設定された値を上書きします。指定できる

範囲は、0 ～ 32,768 ミリ秒です。デフォルトは 0 です。0 に設定する

と、グローバルな 後のリスナー クエリー インターバルが使用され

ます。

ステップ 8 Switch(config)# ipv6 mld snooping tcn 
query solicit 

（任意）トポロジ変更通知（TCN）をイネーブルにします。これによ

り、VLAN は設定された数のクエリーに関する IPv6 マルチキャスト 
トラフィックすべてをフラッディングしてから、マルチキャスト デー

タをマルチキャスト データの受信を要求するポートに対してのみ送信

します。デフォルトでは、TCN はディセーブルに設定されています。

ステップ 9 Switch(config)# ipv6 mld snooping tcn 
flood query count count

（任意）TCN がイネーブルの場合、送信される TCN クエリー数を指

定します。指定できる範囲は 1 ～ 10 で、デフォルトは 2 です。

ステップ 10 Switch(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 11 Switch# show ipv6 mld snooping 
querier [vlan vlan-id]

（任意）スイッチまたは VLAN の MLD スヌーピング クエリア情報を

確認します。

ステップ 12 Switch# copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 目的
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MLD リスナー メッセージ抑制をディセーブルにするには、次の作業を行います。

MLD メッセージ抑制を再びイネーブルにするには、ipv6 mld snooping listener-message-suppression 
グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

MLD スヌーピング情報の表示
ダイナミックに学習された、あるいはスタティックに設定されたルータ ポートおよび VLAN インター

フェイスの MLD スヌーピング情報を表示できます。MLD スヌーピング用に設定した VLAN の MAC 
アドレス マルチキャスト エントリも表示できます。

MLD スヌーピング情報を表示するには、表 26-2 に示す 1 つまたは複数の特権 EXEC コマンドを使用

します。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# no ipv6 mld snooping 
listener-message-suppression 

MLD メッセージ抑制をディセーブルにします。

ステップ 3 Switch(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 Switch# show ipv6 mld snooping IPv6 MLD スヌーピング レポート抑制がディセーブルであ

ることを確認します。

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

す。

表 26-2 MLD スヌーピング情報表示用のコマンド

コマンド 目的

show ipv6 mld snooping [vlan vlan-id] スイッチのすべての VLAN または指定された VLAN の MLD スヌーピ

ング設定情報を表示します。

（任意）個々の VLAN に関する情報を表示するには、vlan vlan-id を入

力します。指定できる VLAN ID の範囲は 1 ～ 1001 および 1006 ～ 
4094 です。

show ipv6 mld snooping mrouter [vlan 
vlan-id]

動的に学習された、あるいは手動で設定されたマルチキャスト ルータ 
インターフェイスの情報を表示します。MLD スヌーピングをイネーブ

ルにすると、スイッチはマルチキャスト ルータの接続先であるイン

ターフェイスを自動的に学習します。これらのインターフェイスは動

的に学習されます。

（任意）個々の VLAN に関する情報を表示するには、vlan vlan-id を入

力します。指定できる VLAN ID の範囲は 1 ～ 1001 および 1006 ～ 
4094 です。

show ipv6 mld snooping querier [vlan 
vlan-id]

VLAN 内で直前に受信した MLD クエリー メッセージの IPv6 アドレス

および着信ポートに関する情報を表示します。

（任意）個々の VLAN に関する情報を表示するには、vlan vlan-id を入

力します。指定できる VLAN ID の範囲は 1 ～ 1001 および 1006 ～ 
4094 です。
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802.1Q トンネリング、VLAN マッピング、
およびレイヤ 2 プロトコル トンネリングの設
定

Virtual Private Network（VPN; バーチャル プライベート ネットワーク）では、多くの場合にイーサ

ネットベースの共有インフラストラクチャである企業規模の接続に、プライベート ネットワークと同

じセキュリティ、プライオリティ、信頼性、管理の容易さが提供されます。トンネリングは、ネット

ワークで複数のカスタマーのトラフィックを伝送するサービス プロバイダーを対象に設計された機能

です。このようなサービス プロバイダーは、各カスタマーの VLAN およびレイヤ 2 プロトコル設定を

他のカスタマーのトラフィックに影響を与えずに維持する必要があります。この章では、Catalyst 
4500 シリーズ スイッチで、802.1QCatalyst 4500 シリーズ スイッチ、レイヤ 2 プロトコル トンネリン

グ、VLAN マッピング（または VLAN ID 変換）を設定する方法について説明します。

この章で説明する内容は、次のとおりです。

• 「802.1Q トンネリングについて」（P.27-2）

• 「802.1Q トンネリングの設定」（P.27-3）

• 「VLAN マッピングについて」（P.27-7）

• 「VLAN マッピングの設定」（P.27-9）

• 「レイヤ 2 プロトコル トンネリングについて」（P.27-13）

• 「レイヤ 2 プロトコル トンネリングの設定」（P.27-15）

• 「トンネリング ステータスのモニタリングおよびメンテナンス」（P.27-19）

（注） この章で使用するスイッチ コマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL で『Cisco 
Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』と関連資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products//hw/switches/ps4324/index.html

『Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』に掲載されていないコマンドについては、より詳

細な Cisco IOS ライブラリを参照してください。次の URL でCisco IOS コマンド リファレンスと関連

資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html
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802.1Q トンネリングについて
同じサービス プロバイダー ネットワーク内の各カスタマーが要求する VLAN 範囲は重複する場合があ

り、インフラストラクチャを経由するカスタマー トラフィックが混合する場合もあります。カスタ

マーごとに一意の VLAN ID 範囲を割り当てると、カスタマーの設定が制限され、802.1Q 仕様の 
VLAN に関する上限（4096 個）を容易に超えてしまいます。

802.1Q トンネリングを使用すると、サービス プロバイダーは単一の VLAN を使用して、複数の 
VLAN を持つカスタマーをサポートできます。このときに、カスタマーの VLAN ID は保護され、各

カスタマー VLAN のトラフィックは分離されます。

802.1Q トンネリングをサポートするように設定されたポートを、トンネル ポートといいます。トンネ

リングを設定する場合は、トンネリング専用の VLAN ID にトンネル ポートを割り当てます。カスタ

マーごとに個別のサービス プロバイダー VLAN ID が必要ですが、その VLAN ID はすべてのカスタ

マーの VLAN をサポートします。

適切な VLAN ID で通常どおりにタグ付けされたカスタマーのトラフィックは、カスタマー デバイス

の 802.1Q トランク ポートからサービス プロバイダー側のエッジ スイッチのトンネル ポートに発信さ

れます。カスタマー デバイスとエッジ スイッチ間のリンクは、非対称リンクです。これは、リンクの

一端が 802.1Q トランク ポートとして設定されているのに対し、もう一端はトンネル ポートとして設

定されているためです。トンネル ポート インターフェイスに、カスタマーごとに一意のアクセス 
VLAN ID を割り当てます（図 27-1）。

図 27-1 サービス プロバイダー ネットワークの 802.1Q トンネル ポート

カスタマーのトランク ポートからサービス プロバイダー側のエッジ スイッチのトンネル ポートに発信

されるパケットには、通常、適切な VLAN ID とともに 802.1Q タグが付いています。トランク ポート

からサービス プロバイダー ネットワークに送信されたタグ付きパケットは、カスタマーごとに一意の 
VLAN ID を含む別のレイヤの 802.1Q タグ（メトロ タグ）でカプセル化されています。元のカスタ

マー 802.1Q タグは、カプセル化されたパケット内に保存されます。サービス プロバイダー ネット

ワークに入るパケットは二重にタグ付けされます。メトロ タグにはカスタマーのアクセス VLAN ID 
が格納され、内側のタグには着信トラフィックの VLAN となる VLAN ID が格納されます。

二重タグ付きパケットがサービス プロバイダー コア スイッチの別のトランク ポートに着信すると、ス

イッチがパケットを処理するときに、メトロ タグが除去されます。パケットが、そのコア スイッチの

別のトランク ポートを出るとき、同じメトロ タグがパケットに再び追加されます。図 27-2 に、元の

（通常の）フレームで開始するイーサネット パケットタグ構造を示します。
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図 27-2 元の（通常の）802.1Q、および二重タグ付きイーサネット パケット形式

パケットがサービス プロバイダー出力スイッチのトランク ポートに着信すると、スイッチがパケット

を処理するときに、メトロ タグが再び除去されます。ただし、パケットがエッジ スイッチのトンネル 
ポートからカスタマー ネットワークに送信されるとき、メトロ タグは追加されません。パケットは通

常の 802.1Q タグ付きフレームとして送信され、カスタマーのネットワーク内にある元の VLAN 番号

は保存されます。

エッジ スイッチのトンネル ポートを通ってサービス プロバイダー ネットワークに入るすべてのパケッ

トは、タグが付いていないか、802.1Q ヘッダーですでにタグが付いているかに関係なく、タグなしパ

ケットとして扱われます。パケットは、802.1Q トランク ポートでサービス プロバイダー ネットワー

クを通じて送信される場合、メトロ タグ VLAN ID（トンネル ポートのアクセス VLAN に設定）でカ

プセル化されます。メトロ タグのプライオリティ フィールドは、トンネル ポートで設定されているイ

ンターフェイス サービス クラス（CoS）プライオリティに設定されます。（設定されていない場合、デ

フォルトはゼロです）。

図 27-1 では、カスタマー A に VLAN 30 が、カスタマー B に VLAN 40 が割り当てられています。

サービス プロバイダー ネットワークに入って、エッジ スイッチのトンネル ポートに着信する 802.1Q 
タグ付きパケットは、二重タグ付きになります。この場合、メトロ タグには VLAN ID 30 または 40 が
格納され、内側のタグには元のカスタマー VLAN 番号（VLAN 100 など）が格納されています。カス

タマー A とカスタマー B の両方にネットワーク内で VLAN 100 が設定されている場合でも、メトロ タ
グが異なるため、トラフィックはサービス プロバイダー ネットワーク内で分離されたままです。それ

ぞれのカスタマーは、その他のカスタマーが使用する VLAN 番号スペース、およびサービスプロバイ

ダー ネットワークが使用する VLAN 番号スペースから独立した、独自の VLAN 番号スペースを制御

します。

802.1Q トンネリングの設定
ここでは、802.1Q トンネリングの設定について説明します。

• 「802.1Q トンネリングの設定時の注意事項」（P.27-4）

• 「802.1Q トンネリングおよび他の機能」（P.27-5）

• 「802.1Q トンネル ポートの設定」（P.27-6）

（注） デフォルトのスイッチポート モードが dynamic auto であるため、802.1Q トンネリングはデフォルト

でディセーブルです。802.1Q ネイティブ VLAN パケットのタギングも、すべての 802.1Q トランク 
ポートでディセーブルです。
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802.1Q トンネリングの設定時の注意事項

802.1Q トンネリングを設定する場合は、トンネルを通過するトラフィックに対して常に非対称リンク

を使用し、トンネルごとに 1 つの VLAN を専用にする必要があります。また、ネイティブ VLAN の設

定要件と Maximum Transmission Unit（MTU; 大伝送単位）にも注意する必要があります。MTU の
詳細については、「システム MTU」（P.27-5）を参照してください。

ネイティブ VLAN

エッジ スイッチで 802.1Q トンネリングを設定する場合は、サービス プロバイダー ネットワークにパ

ケットを送信するために、802.1Q トランク ポートを使用する必要があります。しかしサービス プロバ

イダー ネットワークのコアを通過するパケットは、802.1Q トランク、ISL（スイッチ間リンク）トラ

ンク、非トランキング リンクのいずれかで送信できます。802.1Q トランクをこれらのコア スイッチで

使用する場合には、802.1Q トランクのネイティブ VLAN を、同じスイッチ上の非トランク（トンネリ

ング）ポートのどのネイティブ VLAN にも一致させないでください。ネイティブ VLAN 上のトラ

フィックが 802.1Q 送信トランク ポートでタグ付けされなくなるためです（図 27-3）。

VLAN 40 は、サービス プロバイダー ネットワーク（スイッチ 2）の入力エッジ スイッチで、カスタ

マー A の 802.1Q トランク ポートのネイティブ VLAN として設定されています。カスタマー A のス

イッチ 1 は、タグ付きパケットを VLAN 30 から、アクセス VLAN 40 に属するサービス プロバイダー 
ネットワーク内のスイッチ 2 の入力トンネル ポートに送信します。トンネル ポートのアクセス VLAN

（VLAN 40）は、エッジ スイッチのトランク ポートのネイティブ VLAN（VLAN 40）と同じなので、

トンネル ポートから受信したタグ付きパケットにメトロ タグは追加されません。パケットは、サービ

ス プロバイダー ネットワークを通じて VLAN 30 タグだけを出力エッジ スイッチ（スイッチ 3）のト

ランク ポートに伝送し、出力スイッチ トンネル ポートを通じてカスタマー B に誤って転送してしまい

ます。

この問題の解決方法は次のとおりです。

• サービスプロバイダー ネットワークのコア スイッチ間で ISL トランクを使用します。エッジ ス
イッチに接続したカスタマー インターフェイスは 802.1Q トランクに設定する必要がありますが、

コア レイヤ内のスイッチの接続には ISL トランクを使用することを推奨します。

• ネイティブ VLAN を含め、802.1Q トランクから送信されるすべてのパケットがタグ付けされるよ

うにエッジ スイッチを設定するには、switchport trunk native vlan tag ポート単位コマンドおよ

び vlan dot1q tag native グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。すべての 
802.1Q トランクでネイティブ VLAN パケットにタグ付けするようにスイッチを設定すると、ス

イッチは、トランクから送信されるパケットすべてにタグ付けされているか確認し、トランク 
ポート上でタグのないパケットを受信しません。

• エッジ スイッチのトランク ポートのネイティブ VLAN ID が、カスタマー VLAN 範囲内でないこ

とを確認します。たとえばトランク ポートが VLAN100 ～ 200 のトラフィックを運ぶ場合は、こ

の範囲以外の番号をネイティブ VLAN に割り当てます。
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図 27-3 802.1Q トンネリングとネイティブ VLAN で予想される問題

システム MTU

Catalyst 4500 シリーズ スイッチ上のトラフィックに対するデフォルトのシステム MTU は、1500 バイ

トです。system mtu グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用すると、より大きなフレーム

をサポートするようにスイッチを設定できます。メトロ タグが追加されたときに、802.1Q トンネリン

グ機能によってフレーム サイズが 4 バイト増えるので、スイッチのシステム MTU サイズを 1504 バイ

ト以上に増やして、サービス プロバイダー ネットワーク内のすべてのスイッチがより大きなフレーム

を処理できるように設定する必要があります。Catalyst 4500 GigabitEthernet スイッチの 大許容シス

テム MTU は、9198 バイトです。FastEthernet スイッチの 大システム MTU は、1552 バイトです。

802.1Q トンネリングおよび他の機能

802.1Q トンネリングは、レイヤ 2 パケット スイッチングに対して適切に機能しますが、レイヤ 2 機能

とレイヤ 3 スイッチングとは一部互換性がありません。

• トンネル ポートはルーテッド ポートにできません。

• IP ルーティングは、802.1Q ポートを含む VLAN ではサポートされません。トンネル ポートから

受信したパケットは、レイヤ 2 情報だけに基づいて転送されます。トンネル ポートを含む Switch 
Virtual Interface（SVI; スイッチ仮想インターフェイス）でルーティングがイネーブルである場合、

トンネル ポートから受信したタグなし IP パケットは、スイッチに認識されてルーティングされま

す。カスタマーはネイティブ VLAN を介してインターネットにアクセスできます。このアクセス

が必要ない場合は、トンネル ポートを含む VLAN で SVI を設定しないでください。

• トンネル ポートでは IP Access Control List（ACL; アクセス コントロール リスト）がサポートさ

れません。
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• レイヤ 3 の Quality of Service（QoS）ACL およびレイヤ 3 情報に関連する他の QoS 機能は、トン

ネル ポートではサポートされていません。MAC ベース QoS はトンネル ポートでサポートされま

す。

• EtherChannel ポート グループは、802.1Q 設定が EtherChannel ポート グループ内で整合性がとれ

ている限り、トンネル ポートと互換性があります。

• 802.1Q トンネル ポートでは、Port Aggregation Protocol（PAgP）、Link Aggregation Control 
Protocol（LACP）、および UniDirectional Link Detection（UDLD; 単一方向リンク検出）がサ

ポートされます。

• Dynamic Trunking Protocol（DTP; ダイナミック トランキング プロトコル）は、802.1Q トンネリ

ングと互換性がありません。これは、トンネル ポートおよびトランク ポートとの非対称リンクを

手動で設定しなければならないためです。

• ループバック検出は、802.1Q トンネル ポートでサポートされています。

• 802.1Q トンネル ポートとしてポートが設定されている場合、スパニングツリー Bridge Protocol 
Data Unit（BPDU; ブリッジ プロトコル データ ユニット）フィルタリングは、インターフェイス

で自動的にイネーブルに設定されます。Cisco Discovery Protocol（CDP）は、インターフェイス

で自動的にディセーブルに設定されます。

802.1Q トンネル ポートの設定

ポートを 802.1Q トンネル ポートとして設定するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# interface 
interface-id

インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始し、トンネル 
ポートとして設定するインターフェイスを入力します。これは、カスタ

マー スイッチに接続するサービスプロバイダー ネットワークのエッジ 
ポートである必要があります。有効なインターフェイスには、物理イン

ターフェイスおよびポート チャネル論理インターフェイス（ポート チャ

ネル 1 ～ 64）が含まれます。

ステップ 3 Switch(config-if)# switchport 
access vlan vlan-id

インターフェイスがトランキングを停止した場合に使用されるデフォル

ト VLAN を指定します。この VLAN ID は特定カスタマーに固有です。

ステップ 4 Switch(config-if)# switchport mode 
dot1q-tunnel

インターフェイスを 802.1Q トンネル ポートとして設定します。

ステップ 5 Switch(config-if)# exit グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 6 Switch(config)# vlan dot1q tag 
native

（任意）すべての 802.1Q トランク ポートでネイティブ VLAN パケット

のタギングがイネーブルとなるようにスイッチを設定します。これを設

定せず、カスタマー VLAN ID がネイティブ VLAN と同じである場合、

トランク ポートはメトロ タグを適用せず、パケットは誤った宛先に送信

される可能性があります。

ステップ 7 Switch(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 8 Switch# show dot1q-tunnel スイッチ上のトンネル ポートを表示します。

ステップ 9 Switch# show vlan dot1q tag native 802.1Q ネイティブ VLAN タギング ステータスを表示します。

ステップ 10 Switch# copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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VLAN マッピングについて

ポートを dynamic auto のデフォルト ステートに戻すには、no vlan dot1q tag native グローバル コマ

ンドおよび no switchport mode dot1q-tunnel インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを

使用します。ネイティブ VLAN パケットのタグ付けをディセーブルにするには、no vlan dot1q tag 
native グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

以下は、トンネル ポートとしてインターフェイスを設定してネイティブ VLAN パケットのタグ付けを

イネーブルにし、設定を確認する方法の例です。この設定では、インターフェイス GigabitEthernet 2/7 
に接続しているカスタマーの VLAN ID は VLAN 22 です。

Switch(config)# interface gigabitethernet2/7
Switch(config-if)# switchport access vlan 22
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 22
Switch(config-if)# switchport mode dot1q-tunnel
Switch(config-if)# exit
Switch(config)# vlan dot1q tag native
Switch(config)# end
Switch# show dot1q-tunnel interface gigabitethernet2/7
Port
-----
LAN Port(s)
-----
Gi2/7
Switch# show vlan dot1q tag native
dot1q native vlan tagging is enabled globally

VLAN マッピングについて
VLAN マッピングの一般的な配備で、サービス プロバイダーは、透過的なスイッチング インフラスト

ラクチャを提供します。これは、ローカル サイトの一部としてのリモート ロケーションで、カスタ

マーのスイッチを処理します。これにより、カスタマーは、同じ VLAN ID スペースを使用し、プロバ

イダー ネットワークを介してレイヤ 2 制御プロトコルをシームレスに実行できます。このようなシナ

リオでは、サービス プロバイダーはその VLAN ID をカスタマーに適用しないことを推奨します。

変換済み VLAN ID（S-VLAN）を確立する 1 つ方法では、カスタマー ネットワークに接続されたトラ

ンク ポートで、サービス プロバイダー VLAN にカスタマーの VLAN をマッピングします（VLAN ID 
変換とも呼ばれます）。ポートに入るパケットは、ポート番号とパケットの元のカスタマー VLAN-ID

（C-VLAN）に基づいて、サービス プロバイダーの VLAN（S-VLAN）にマッピングされます。

サービス プロバイダーの内部割り当ては、カスタマーの VLAN と競合する場合があります。カスタ

マー トラフィックを分離するために、サービス プロバイダーは、トラフィックがクラウドにある間に、

特定の VLAN を別の VLAN にマッピングできます。

配備例

図 27-4 で、サービス プロバイダーは、2 社の異なるカスタマー A および B にレイヤ 2 VPN サービス

を提供します。サービス プロバイダーは、2 社のカスタマー間で、およびプロ自身の制御トラフィック

から、データと制御トラフィックを分離します。また、サービス プロバイダー ネットワークは、カス

タマー エッジ デバイスに対して透過的である必要があります。
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図 27-4 レイヤ 2 VPN の配備

Catalyst 4500 シリーズ スイッチのすべての転送処理は、C-VLAN 情報ではなく、S-VLAN 情報を使

用して実行されます。これは、VLAN ID が、入力時に S-VLAN にマッピングされるためです。

（注） VLAN マッピングが設定されているポートで機能を設定する場合は、カスタマー VLAN-ID
（C-VLAN）ではなく S-VLAN を常に使用します。

VLAN マッピングが設定されているインターフェイスでは、指定された C-VLAN パケットはポートに

入るとき、指定された S-VLAN にマッピングされます。パケットがポートから出る場合も同様に、カ

スタマー C-VLAN にマッピングが行われます。

スイッチは UNI トランク ポートにおける次の種類の VLAN マッピングをサポートします。

• One-to-One VLAN マッピング。ポートへの入出時に実行され、802.1Q タグの C-VLAN ID が 
S-VLAN ID にマッピングされます。他のすべての VLAN ID のパケットがドロップされるよう指

定することもできます。「One-to-One マッピング」（P.27-11）を参照してください。

• 従来の 802.1Q トンネリング（QinQ）は、ポートの 1 つの S-VLAN ID に対して C-VLAN ID への 
All-to-one バンドリングを実行します。S-VLAN は、変更されない受信 C-VLAN に追加されます。

UNI を従来の QinQ の 802.1Q トンネルとして設定することも、またはより柔軟な実装のトランク 
ポートに選択した QinQ を設定することもできます。マッピングは、ポートの入出時に実行されま

す。ポートのすべてのパケットは指定の S-VLAN にバンドルされます。「トランク ポートの従来

の Q-in-Q」（P.27-12）を参照してください。

• 選択した QinQ は、UNI に入る指定のカスタマー VLAN を指定の S-VLAN ID にマッピングしま

す。S-VLAN は、変更されない受信 C-VLAN に追加されます。他のすべての VLAN ID を転送す

るトラフィックがドロップされるよう指定することもできます。「トランク ポートの選択的 
Q-in-Q」（P.27-12）を参照してください。

（注） タグなしパケットはトランク ネイティブ VLAN のスイッチに入り、マッピングされません。

Quality of Service（QoS）のために、スイッチは、C-CoS または C-DSCP と S-CoS 間の柔軟なマッピ

ングをサポートし、従来の QinQ または選択的 QinQ VLAN マッピングを使用するトラフィックで、外

部 CoS に内部 CoS をマッピングします。
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カスタマー VLAN からサービスプロバイダー VLAN へのマッピング

図 27-5 では、カスタマーがサービス プロバイダー ネットワークの両端の複数のサイトで同じ VLAN 
を使用する場合のトポロジを示します。サービスプロバイダー バックボーン経由でパケットを伝送で

きるように、カスタマー VLAN ID をサービスプロバイダー VLAN ID にマッピングします。サービス

プロバイダー バックボーンの反対側でカスタマー VLAN ID が取り出され、別のカスタマー サイトで

使用できます。サービス プロバイダー ネットワークのそれぞれの側のカスタマー接続ポートで同じ 
VLAN マッピング セットを設定します。

設定手順に続く例では、1 対 1 のマッピング、従来の QinQ、または選択的 QinQ を使用して、サービ

ス プロバイダー VLAN にカスタマー VLAN 1～ 5 をマッピングする方法について説明します。

図 27-5 カスタマー VLAN のマッピング

VLAN マッピングの設定
• 「VLAN マッピングのデフォルト設定」（P.27-9）

• 「VLAN マッピング設定時の注意事項」（P.27-10）

• 「VLAN マッピングの設定」（P.27-11）

VLAN マッピングのデフォルト設定

デフォルトでは、VLAN マッピングは設定されていません。
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VLAN マッピング設定時の注意事項

ガイドラインは次のとおりです。

• 従来の QinQ では 802.1Q トンネル ポートを使用します。802.1Q トランク ポートには、

One-to-One VLAN マッピングと選択した QinQ を設定します。

• カスタマー トラフィックが混在しないようにするためには、トランク ポートに従来の Q-in-Q を設

定する場合、トランク ポートの許可 VLAN としてサービス プロバイダー S-VLAN ID を設定する

必要があります。

• EtherChannel に VLAN マッピングを設定すると、マッピングはポート チャネルのすべてのポート

に適用されます。

• ソース ポートがトンネル ポートとして設定されている、またはソース ポートに 1-to-2 マッピング

が設定されている場合、SPAN 宛先ポートにカプセル化レプリケーションは設定できません。カプ

セル化レプリケーションは 1-to-1 VLAN マッピングでサポートされています。

• エッジ スイッチで IEEE 802.1Q トンネリングを設定する場合は、サービスプロバイダー ネット

ワークにパケットを送信するために、IEEE 802.1Q トランク ポートを使用する必要があります。

ただし、サービスプロバイダー ネットワークのコアを通過するパケットは、IEEE 802.1Q トラン

ク、Inter Switch Link（ISL; スイッチ間リンク）トランク、非トランキング リンクのいずれかで送

信できます。IEEE 802.1Q トランクがこれらのコア スイッチで使用される場合、IEEE 802.1Q ト
ランクのネイティブ VLAN は、同じスイッチ上の非トランキング（トンネリング）ポートのどの

ネイティブ VLAN にも一致させないでください。これは、ネイティブ VLAN 上のトラフィック

が、IEEE 802.1Q 送信トランク ポートでタグ付けされなくなるためです。

• IEEE 802.1Q トランクに対応するネイティブ VLAN が、トランク リンクの両側で一致していなけ

ればなりません。トランクの片側のネイティブ VLAN と反対側のネイティブ VLAN が異なってい

ると、スパニングツリー ループが発生する可能性があります。

• CDP、VTP、LLDP には、レイヤ 2 プロトコル トンネリングを設定する必要があります。これを

設定しない場合、スイッチは SP スイッチを検出します（これは望ましくありません）。

interface GigabitEthernet1/23
switchport mode trunk
switchport vlan mapping 1 dot1q-tunnel 311
switchport vlan mapping 31 dot1q-tunnel 311
l2protocol-tunnel cdp
l2protocol-tunnel lldp
l2protocol-tunnel vtp

• 一貫して制御トラフィックを処理するには、レイヤ 2 プロトコル トンネリングをイネーブルにす

るか（推奨）、または次のように、スパニングツリーの BPDU フィルタを挿入します。

Current configuration : 153 bytes
!
interface FastEthernet9/1
 switchport trunk native vlan 40
 switchport mode trunk
 switchport vlan mapping 10 20
 spanning-tree bpdufilter enable
end

• CVLAN および SVLAN のスパニングツリー トポロジをマージする必要がある場合は、

spanning-tree bpdufilter enable を設定する必要はありません。

• 一貫した動作を確保するには、変換のためにネイティブ VLAN を使用しないでください。



27-11
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-25340-01-J

第 27 章      802.1Q トンネリング、VLAN マッピング、およびレイヤ 2 プロトコル トンネリングの設定

VLAN マッピングの設定

VLAN マッピングの設定

次の手順では、トランク ポートに各種類の VLAN マッピングを設定する方法を示します。設定を確認

するには、show interfaces interface-id vlan mapping または show vlan mapping 特権 EXEC コマン

ドを入力します。これらのコマンドの構文については、「トンネリング ステータスのモニタリングおよ

びメンテナンス」（P.27-19）を参照してください。ここで示すすべてのコマンドの詳細については、こ

のリリースにの『Catalyst 4500 Series Switch Software Command Reference』を参照してください。

次の VLAN マッピングのタイプについて説明します。

• 「One-to-One マッピング」（P.27-11）

• 「トランク ポートの従来の Q-in-Q」（P.27-12）

• 「トランク ポートの選択的 Q-in-Q」（P.27-12）

One-to-One マッピング

サービス プロバイダー VLAN ID にカスタマー VLAN ID をマッピングするために、1 対 1 の VLAN 
マッピングを設定するには、次の作業を行います。

VLAN マッピング情報を削除するには、no switchport vlan mapping vlan-id translated-id コマンドを

使用します。 the no switchport vlan mapping all コマンドを入力すると、すべてのマッピング設定が削

除されます。

この例では、カスタマー ネットワークの VLAN ID 1 ～ 5 をサービス プロバイダー ネットワークの 
VLAN ID 101 ～ 105 にマッピングする方法を示します（図 27-5）。スイッチ A とスイッチ B のポート

に、同じ VLAN マッピング コマンドを設定します。他のすべての VLAN ID のトラフィックはドロッ

プされます。

Switch(config)# interface gigabiethernet0/1
Switch(config-if)# switchport vlan mapping 1 101
Switch(config-if)# switchport vlan mapping 2 102
Switch(config-if)# switchport vlan mapping 3 103

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# interface 
interface-id

サービス プロバイダー ネットワークに接続されるインターフェイスのイ

ンターフェイス コンフィギュレーション モードを開始します。物理イン

ターフェイスまたは EtherChannel ポート チャネルを入力できます。

ステップ 3 Switch(config-if)# switchport mode 
trunk

トランク ポートとしてインターフェイスを設定します。

ステップ 4 Switch(config-if)# switchport vlan 
mapping vlan-id translated-id

マッピングする VLAN ID を入力します。

• vlan-id：カスタマー ネットワークからスイッチに入るカスタマー 
VLAN ID（C-VLAN）。有効な範囲は 1 ～ 4094 です。

• translated-id：割り当てられた VLAN ID（S-VLAN）。有効な範囲

は 1 ～ 4094 です。

（注） vlan_ids が未設定のパケットはドロップされます。

ステップ 5 Switch# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 Switch# show vlan mapping 設定を確認します。

ステップ 7 Switch# copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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Switch(config-if)# switchport vlan mapping 4 104
Switch(config-if)# switchport vlan mapping 4 105
Switch(config-if)# exit

前の例では、サービス プロバイダー ネットワークの入力側でカスタマー ネットワークの VLAN ID 1 
～ 5 は、サービス プロバイダー ネットワーク内の VLAN ID 101 ～ 105 にマッピングされます。サー

ビス プロバイダー ネットワークの出力側でサービス プロバイダー ネットワークの VLANs 101 ～ 105 
は、カスタマー ネットワークの VLAN ID 1 ～ 5 にマッピングされます。

（注） vlan_ids が未設定のパケットはドロップされます。

トランク ポートの従来の Q-in-Q

トランク ポートまたはトンネリング（デフォルト）で従来の Q-in-Q の VLAN マッピングを設定する

には、次の作業を行います。

（注） デフォルトでトンネリングを設定すると、ポートのすべてのパケットが、設定された S-VLAN にバン

ドルされます。

 the no switchport vlan mapping all コマンドを入力すると、すべてのマッピング設定が削除されます。

トランク ポートの選択的 Q-in-Q

トランク ポートで選択的 Q-in-Q の VLAN マッピングを設定するには、次の作業を行います。

（注） 同じインターフェイスでは、1 対 1 のマッピングと選択的 Q-in-Q を設定できません。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# interface 
interface-id

サービス プロバイダー ネットワークに接続されるインターフェイスのイ

ンターフェイス コンフィギュレーション モードを開始します。物理イン

ターフェイスまたは EtherChannel ポート チャネルを入力できます。

ステップ 3 Switch(config-if)# switchport mode 
trunk

トランク ポートとしてインターフェイスを設定します。

ステップ 4 Switch(config-if)# switchport trunk 
allowed vlan vlan-id

このインターフェイス上でサービス プロバイダー ネットワークの外部 
VLAN（S-VLAN）を許可するように設定します。これは、次の手順で

入力する外部 VLAN ID と同じにする必要があります。

ステップ 5 Switch(config-if)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 Switch# show interfaces 
interface-id vlan mapping 

設定を確認します。

ステップ 7 Switch# copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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VLAN マッピング設定を削除するには、no switchport vlan mapping vlan-id dot1q-tunnel outer 
vlan-id コマンドを使用します。 the no switchport vlan mapping all コマンドを入力すると、すべての

マッピング設定が削除されます。

次の例では、ポートに選択した QinQ マッピングを設定して、C-VLAN ID が 1 ～ 5 のトラフィック

が、S-VLAN ID が 100 であるスイッチに入るようにする方法を示します。その他の VLAN ID のトラ

フィックはドロップされます。

Switch(config)# interface gigabiethernet0/1
Switch(config-if)# switchport vlan mapping 1-5 dot1q-tunnel 100
Switch(config-if)# exit

レイヤ 2 プロトコル トンネリングについて
サービス プロバイダー ネットワークを通して接続された各サイトのカスタマーは、各種のレイヤ 2 プ
ロトコルを使用してトポロジを拡張し、すべてのリモート サイトおよびローカル サイトを組み込む必

要があります。STP を適切に動作させる必要があり、サービスプロバイダー ネットワークを越えた

ローカル サイトおよびすべてのリモート サイトを含む、適切なスパニングツリーをすべての VLAN で
構築する必要があります。CDP では、隣接するシスコ デバイスをローカル サイトおよびリモート サイ

トから検出する必要があります。VTP では、カスタマー ネットワークのすべてのサイトで矛盾しない 
VLAN 設定を提供する必要があります。

プロトコル トンネリングがイネーブルである場合、サービスプロバイダー ネットワークの着信側の

エッジ スイッチでは、特殊 MAC アドレスでレイヤ 2 プロトコルパケットがカプセル化され、サービ

スプロバイダー ネットワークを越えて送信されます。ネットワークのコア スイッチでは、このパケッ

トが処理されずに通常のパケットとして転送されます。CDP、STP、VTP のレイヤ 2 Protocol Data 
Unit（PDU; プロトコル データ ユニット）は、サービスプロバイダー ネットワークをまたがり、サー

ビスプロバイダー ネットワークの発信側のカスタマー スイッチに配信されます。同一パケットは同じ 
VLAN のすべてのカスタマー ポートで受信され、次のような結果になります。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# interface 
interface-id

サービス プロバイダー ネットワークに接続されるインターフェイスのイ

ンターフェイス コンフィギュレーション モードを開始します。物理イン

ターフェイスまたは EtherChannel ポート チャネルを入力できます。

ステップ 3 Switch(config-if)# switchport mode 
trunk

インターフェイスをトランク ポートとして設定します。

ステップ 4 Switch(config-if)# switchport vlan 
mapping vlan-id dot1q-tunnel outer 
vlan-id 

マッピングする VLAN ID を入力します。

• vlan-id：カスタマー ネットワークからスイッチに入るカスタマー 
VLAN ID（C-VLAN）。有効な範囲は 1 ～ 4094 です。VLAN-ID の
ストリングを入力できます。

• outer-vlan-id：サービス プロバイダー ネットワークの外部 VLAN 
ID（S-VLAN）を入力します。有効な範囲は 1 ～ 4094 です。

ステップ 5 Switch(config-if)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 Switch# show interfaces 
interface-id vlan mapping 

設定を確認します。

ステップ 7 Switch# copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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• 各カスタマー サイトのユーザは、正常に STP を実行できます。また、すべての VLAN は、ローカ

ル サイトからだけでなくすべてのサイトのパラメータに基づいて、正しいスパニングツリーを構

築できます。

• CDP では、サービスプロバイダー ネットワークによって接続されているその他のシスコ デバイス

に関する情報が検出されて表示されます。

• VTP ではカスタマー ネットワーク全体で矛盾しない VLAN 設定が提供され、サービス プロバイ

ダーを通してすべてのスイッチに伝播されます。

レイヤ 2 プロトコル トンネリングは、トランク、アクセス、およびトンネル ポートでイネーブルにす

ることができます。プロトコル トンネリングがイネーブルでない場合、サービス プロバイダー ネット

ワークの受信側にあるリモート スイッチは PDU を受信せず、STP、CDP、および VTP を正常に実行

できません。プロトコル トンネリングがイネーブルの場合、各カスタマー ネットワークのレイヤ 2 プ
ロトコルは、サービス プロバイダー ネットワーク内で稼働しているプロトコルとは全面的に切り離さ

れます。

たとえば、図 27-6 では、カスタマー A は、サービス プロバイダー ネットワークを介して接続された

同じ VLAN に 4 つのスイッチを持っています。ネットワークで PDU がトンネルされない場合、ネッ

トワークの向こう側のスイッチでは、STP、CDP、VTP を適切に実行できません。たとえば、カスタ

マー A のサイト 1 にあるスイッチ上の VLAN に対する STP は、サイト 2 にあるカスタマー A のス

イッチに基づくコンバージェンス パラメータを考慮しないで、そのサイトにあるスイッチ上にスパニ

ングツリーを構築します。図 27-6 に、スパニングツリー トポロジの一例を示します。

図 27-6 レイヤ 2 プロトコル トンネリング
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図 27-7 適切なコンバージェンスを含まないレイヤ 2 ネットワーク トポロジ

レイヤ 2 プロトコル トンネリングの設定
サービス プロバイダー ネットワークのエッジ スイッチのカスタマーに接続されたアクセス ポート、ト

ンネル ポート、またはトランク ポートで、レイヤ 2 プロトコル トンネリング（プロトコルを使用）を

イネーブルにできます。カスタマー スイッチに接続されているサービスプロバイダー エッジ スイッチ

では、トンネリング処理が実行されます。エッジ スイッチのトンネル ポートまたは通常のトンネル 
ポートは、カスタマーの 802.1Q トランク ポートに接続できます。エッジスイッチ アクセス ポートは、

カスタマー アクセス ポートに接続します。

トンネル ポートまたはアクセス ポートを介してサービス プロバイダーの着信エッジ スイッチに入った

レイヤ 2 PDU が、トランク ポートを介してサービス プロバイダー ネットワークに入ると、スイッチ

は、カスタマー PDU 宛先 MAC アドレスをシスコ独自の well-known マルチキャスト アドレス

（01-00-0c-cd-cd-d0）で上書きします。802.1Q トンネリングがイネーブルの場合、パケットも二重タ

グ付きです。外側のタグはカスタマーのメトロ タグで、内側のタグはカスタマーの VLAN タグです。

コア スイッチでは内部タグが無視され、同じメトロ VLAN のすべてのトランク ポートにパケットが転

送されます。発信側のエッジ スイッチでは、適切なレイヤ 2 プロトコル情報および MAC アドレス情

報が復元され、同じメトロ VLAN のすべてのトンネル ポートかアクセス ポートにパケットが転送され

ます。ここでは、次の内容について説明します。レイヤ 2 PDU は完全な状態のままで保持され、サー

ビス プロバイダー ネットワークを介してカスタマー ネットワークの反対側に配信されます。

図 27-6 に、アクセス VLAN 30 および 40 のカスタマー A とカスタマー B を示します。非対称リンク

は、サイト 1 のカスタマーをサービス プロバイダー ネットワークのエッジ スイッチに接続します。サ

イト 1 のカスタマー B からスイッチ 2 に着信するレイヤ 2 PDU（BPDU など）は、宛先 MAC アドレ

スとして well-known MAC アドレスを持つ二重タグ付きパケットとしてインフラストラクチャに転送

されます。この二重タグ パケットには、40 というメトロ VLAN タグ、および VLAN 100 などの内部 
VLAN タグが付いています。二重タグ付きパケットがスイッチ 4 に着信すると、メトロ VLAN タグ 40 
は削除されます。well-known MAC アドレスは各レイヤ 2 プロトコル MAC アドレスに置き換わり、

パケットは VLAN 100 の一重タグ付きフレームとしてサイト 2 のカスタマー B に送信されます。

カスタマー スイッチのアクセス ポートに接続されたエッジ スイッチのアクセス ポートで、レイヤ 2 プ
ロトコル トンネリングをイネーブルにすることもできます。カプセル化とカプセル化解除のプロセス

は、上記の説明と同じです。ただし、パケットはサービス プロバイダー ネットワークで二重タグ付け

されません。カスタマー固有のアクセス VLAN タグの 1 重タグになります。

ここでは、次の内容について説明します。
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• 「レイヤ 2 プロトコル トンネリングのデフォルト設定」（P.27-16）

• 「レイヤ 2 プロトコル トンネリング設定時の注意事項」（P.27-16）

• 「レイヤ 2 トンネリングの設定」（P.27-17）

レイヤ 2 プロトコル トンネリングのデフォルト設定

表 27-1 に、レイヤ 2 プロトコル トンネリングのデフォルト設定を示します。

レイヤ 2 プロトコル トンネリング設定時の注意事項

以下は、レイヤ 2 プロトコル トンネリングの設定時の注意事項および動作特性です。

• スイッチでは、CDP、STP（Multiple STP（MSTP）を含む）、VTP のトンネリングがサポートさ

れます。プロトコル トンネリングはデフォルトでディセーブルに設定されていますが、802.1Q ト
ンネル ポート、アクセス ポート、またはトランク ポート上でプロトコルごとにイネーブルにでき

ます。

• ダイナミック トランキング プロトコル（DTP）は、レイヤ 2 プロトコル トンネリングとは非互換

です。トンネル ポートとトランク ポートのある非対称リンクを手動で設定する必要があるからで

す。

• 802.1Q 設定が EtherChannel ポート グループ内で一貫している場合、EtherChannel ポート グルー

プはトンネル ポートと互換性があります。

• レイヤ 2 トンネリングがイネーブルに設定されたポートでカプセル化 PDU（独自の宛先 MAC ア
ドレス付き）を受信した場合は、ループを防止するためポートはシャットダウンされます。

• このポートは、プロトコル用に設定されたシャットダウンしきい値に達した場合にもシャットダウ

ンされます。ポートは手動で再びイネーブルにできます（shutdown および no shutdown コマン

ドを続けて入力します）。errdisable recovery がイネーブルである場合は、指定された間隔で動作

が再試行されます。

• カプセル化が解除された PDU だけがカスタマー ネットワークに転送されます。サービス プロバイ

ダー ネットワーク上で稼働するスパニングツリー インスタンスは、レイヤ 2 プロトコル トンネリ

ング ポートに BPDU を転送しません。CDP パケットはレイヤ 2 プロトコル トンネリング ポート

から転送されません。

• インターフェイスでプロトコル トンネリングがイネーブルである場合は、カスタマー ネットワー

クによって生成された PDU 用に、プロトコルごとのシャットダウンしきい値やポートごとの

シャットダウンしきい値を設定できます。制限を超えると、ポートはシャットダウンされます。レ

イヤ 2 プロトコル トンネリング ポートに QoS ACL およびポリシー マップを使用して、BPDU 
レートを制限することもできます。

表 27-1 レイヤ 2 イーサネット インターフェイス VLAN のデフォルト設定

機能 デフォルト設定

レイヤ 2 プロトコル トンネリ

ング

ディセーブル。

シャットダウンしきい値 未設定。

ドロップしきい値 未設定。

CoS 値 データ パケット用のインターフェイスに CoS 値が設定されている場

合は、その値がレイヤ 2 PDU に使用されるデフォルトです。設定さ

れていない場合、デフォルトは 5 です。
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• インターフェイスでプロトコル トンネリングがイネーブルである場合は、カスタマー ネットワー

クによって生成された PDU 用に、プロトコルごとのドロップしきい値やポートごとのドロップし

きい値を設定できます。制限を超えると、ポートが PDU を受信するレートがドロップしきい値未

満になるまで、ポートで PDU がドロップされます。

• トンネリングされた PDU（特に STP BPDU）は、カスタマーの仮想ネットワークが正しく動作す

るためにすべてのリモート サイトに配信される必要があるので、同じトンネル ポートから受信さ

れるデータ パケットよりも PDU のプライオリティをサービスプロバイダー ネットワーク内で高く

できます。デフォルトの場合、PDU ではデータ パケットと同じ CoS 値が使用されます。

（注） レイヤ 2 プロトコル トンネリングがシステムで設定されていない場合、レイヤ 2 プロトコル ト
ンネリング パケットはデータ パケットとして処理され、この状況には該当しません。

レイヤ 2 トンネリングの設定

特定のポートにレイヤ 2 プロトコル トンネリングを設定するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# interface 
interface-id

インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始し、トンネル 
ポートとして設定するインターフェイスを入力します。これは、カスタ

マー スイッチに接続するサービスプロバイダー ネットワークのエッジ 
ポートである必要があります。有効なインターフェイスには、物理イン

ターフェイスおよびポート チャネル論理インターフェイス（ポート チャ

ネル 1 ～ 64）に設定できます。

ステップ 3 Switch(config-if)# switchport 
mode access
or
Switch(config-if)# switchport 
mode dot1q-tunnel

or
Switch(config-if)# switchport 
mode trunk

インターフェイスをアクセス ポート、802.1Q トンネル ポート、またはト

ランク ポートとして設定します。

ステップ 4 Switch(config-if)# 
l2protocol-tunnel [cdp | stp | vtp]

目的のプロトコルに対してプロトコル トンネリングをイネーブルにしま

す。キーワードを入力しない場合、トンネリングは、3 つすべてのレイヤ 
2 プロトコルでイネーブルになります。

ステップ 5 Switch(config-if)# 
l2protocol-tunnel 
shutdown-threshold [cdp | stp | vtp] 
value

（任意）1 秒間にカプセル化可能なパケット数を表すしきい値を設定しま

す。設定したしきい値を超えると、インターフェイスはディセーブルにな

ります。プロトコル オプションを指定しない場合、しきい値は、それぞれ

のトンネリングされたレイヤ 2 プロトコル タイプに適用されます。指定で

きる範囲は 1 ～ 4096 です。デフォルトでは、しきい値は設定されません。

（注） このインターフェイスでドロップしきい値も設定する場合、

シャットダウンしきい値の値は、ドロップしきい値の値以上とす

る必要があります。
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いずれかのレイヤ 2 プロトコルまたは 3 つすべてのレイヤ 2 プロトコルのプロトコル トンネリングを

ディセーブルにするには、no l2protocol-tunnel [cdp | stp | vtp] インターフェイス コンフィギュレー

ション コマンドを使用します。シャットダウンしきい値およびドロップしきい値をデフォルト設定に

戻すには、no l2protocol-tunnel shutdown-threshold [cdp | stp | vtp] コマンドおよび no 
l2protocol-tunnel drop-threshold [cdp | stp | vtp] コマンドを使用します。

次に、802.1Q トンネル ポートに CDP、STP、および VTP のレイヤ 2 プロトコル トンネリングを設定

し、その設定を確認する例を示します。

Switch(config)# interface FastEthernet2/1
Switch(config-if)# switchport mode dot1q-tunnel
Switch(config-if)# l2protocol-tunnel cdp
Switch(config-if)# l2protocol-tunnel stp
Switch(config-if)# l2protocol-tunnel vtp
Switch(config-if)# l2protocol-tunnel shutdown-threshold 1500
Switch(config-if)# l2protocol-tunnel drop-threshold 1000
Switch(config-if)# exit
Switch(config)# l2protocol-tunnel cos 7
Switch(config)# end
Switch# show l2protocol
COS for Encapsulated Packets: 7
Port    Protocol Shutdown  Drop      Encapsulation Decapsulation Drop
                 Threshold Threshold Counter       Counter       Counter
------- -------- --------- --------- ------------- ------------- -------------
Fa2/11  cdp           1500      1000 2288          2282          0
        stp           1500      1000 116           13            0
        vtp           1500      1000 3             67            0

ステップ 6 Switch(config-if)# 
l2protocol-tunnel drop-threshold 
[cdp | stp | vtp] value

（任意）1 秒間にカプセル化可能なパケット数を表すしきい値を設定しま

す。設定したしきい値を超えると、インターフェイスによってパケットが

ドロップされます。プロトコル オプションを指定しない場合、しきい値

は、それぞれのトンネリングされたレイヤ 2 プロトコル タイプに適用され

ます。指定できる範囲は 1 ～ 4096 です。デフォルトでは、しきい値は設

定されません。

（注） このインターフェイスでシャットダウンしきい値も設定する場合、

ドロップしきい値の値は、シャットダウンしきい値の値以下であ

る必要があります。

ステップ 7 Switch(config-if)# exit グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 8 Switch(config)# errdisable 
recovery cause l2ptguard

（任意）レイヤ 2 大レート エラーからの復旧方法を設定して、インター

フェイスが再びイネーブルになり、再試行できるようにします。

errdisable recovery はデフォルトでディセーブルになっています。イネー

ブルにした場合、デフォルトの間隔は 300 秒です。

ステップ 9 Switch(config)# l2protocol-tunnel 
cos value

（任意）トンネリングされたすべてのレイヤ 2 PDU に対して CoS 値を設定

します。範囲は 0 ～ 7 です。デフォルトは、インターフェイスのデフォル

ト CoS 値です。設定されていない場合、デフォルトは 5 です。

ステップ 10 Switch(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 11 Switch# show l2protocol 設定済みのプロトコル、しきい値、カウンタも含めてスイッチのレイヤ 2 
トンネル ポートを表示します。

ステップ 12 Switch# copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 目的
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トンネリング ステータスのモニタリングおよびメンテナンス
表 27-2 に、802.1Q およびレイヤ 2 プロトコル トンネリングを監視およびメンテナンスするためのコ

マンドを示します。

（注） Cisco IOS Release 12.2(20) EW で、dot1q およびレイヤ 2 プロトコル トンネリング用の BPDU フィル

タリング設定は、spanning-tree bpdufilter enable として実行コンフィギュレーションに表示されなくな

ります。この設定は、show spanning tree int detail コマンドの出力に表示されます。

Switch# show spann int f6/1 detail
 Port 321 (FastEthernet6/1) of VLAN0001 is listening
   Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 128.321.
   Designated root has priority 32768, address 0008.e341.4600
   Designated bridge has priority 32768, address 0008.e341.4600
   Designated port id is 128.321, designated path cost 0
   Timers: message age 0, forward delay 2, hold 0
   Number of transitions to forwarding state: 0
   Link type is point-to-point by default
   ** Bpdu filter is enabled internally **
   BPDU: sent 0, received 0

表 27-2 トンネリングのモニタおよびメンテナンスのためのコマンド

コマンド 目的

Switch# clear l2protocol-tunnel counters レイヤ 2 プロトコル トンネリング ポートのプロトコル カウンタをクリア

します。

Switch# show dot1q-tunnel スイッチの 802.1Q トンネル ポートを表示します。

Switch# show dot1q-tunnel interface 
interface-id 

特定のインターフェイスがトンネル ポートであるかどうかを確認します。

Switch# show l2protocol-tunnel レイヤ 2 プロトコル トンネリング ポートに関する情報を表示します。

Switch# show errdisable recovery レイヤ 2 プロトコル トンネル エラーディセーブル ステートの回復タイ

マーがイネーブルかどうかを確認します。

Switch# show l2protocol-tunnel interface 
interface-id

特定のレイヤ 2 プロトコル トンネリング ポートに関する情報を表示しま

す。

Switch# show l2protocol-tunnel summary レイヤ 2 プロトコルのサマリー情報だけを表示します。

Switch# show vlan dot1q native スイッチのネイティブ VLAN タギングのステータスを表示します。
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CDP の設定

この章では、Catalyst 4500 シリーズ スイッチ上で Cisco Discovery Protocol（CDP）を設定する方法

について説明します。設定上の注意事項、設定手順、および設定例についても示します。

この章の主な内容は、次のとおりです。

• 「CDP について」（P.28-1）

• 「CDP の設定」（P.28-2）

（注） この章で使用する Cisco IOS コマンドの構文および使用方法の詳細については、 
『Cisco IOS Configuration Fundamentals Configuration Guide, Release 12.4』

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/fundamentals/configuration/guide/12_4/cf_12_4_book.html

および『Cisco IOS Configuration Fundamentals Command Reference, Release 12.2』

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_2/configfun/command/reference/ffun_r.html

（注） この章で使用するスイッチ コマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL で『Cisco 
Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』と関連資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products//hw/switches/ps4324/index.html

『Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』に掲載されていないコマンドについては、より詳

細な Cisco IOS ライブラリを参照してください。次の URL でCisco IOS コマンド リファレンスと関連

資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html

CDP について
CDP は、すべての Cisco ルータ、ブリッジ、アクセス サーバ、およびスイッチ上のレイヤ 2（データ

リンク層）で動作するプロトコルです。CDP を使用すると、ネットワーク管理アプリケーションで、

既知のデバイスに近接しているシスコ デバイス、特に下位レイヤのトランスペアレント プロトコルを

実行している近接デバイスを検索できます。また、ネイバー デバイスのデバイス タイプと Simple 

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/fundamentals/configuration/guide/12_4/cf_12_4_book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_2/configfun/command/reference/ffun_r.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html
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CDP の設定

Network Management Protocol（SNMP; 簡易ネットワーク管理プロトコル）エージェント アドレスも

学習できます。さらに、CDP によって、アプリケーションからネイバー デバイスに SNMP クエリーを

送信することもできます。

CDP は、Subnetwork Access Protocol（SNAP）をサポートしているすべての LAN および WAN メ
ディア上で動作します。

CDP を設定した各デバイスは、マルチキャスト アドレスに対して定期的にメッセージを送信します。

各デバイスは、SNMP メッセージを受信できるアドレスを少なくとも 1 つアドバタイズします。この

アドバタイズメントには、受信側デバイスで CDP 情報を廃棄せずに保持しておく時間を表す Time To 
Live（TTL; 存続可能時間）またはホールドタイム情報も含まれます。

CDP の設定
ここでは、CDP の設定手順について説明します。

• 「CDP のグローバルなイネーブル化」（P.28-2）

• 「CDP のグローバル設定の表示」（P.28-2）

• 「インターフェイス上での CDP のイネーブル化」（P.28-3）

• 「CDP インターフェイスの設定の表示」（P.28-3）

• 「CDP のモニタおよびメンテナンス」（P.28-3）

CDP のグローバルなイネーブル化

CDP をグローバルにイネーブルにするには、このコマンドを使用します。

次に、CDP をグローバルにイネーブルにする例を示します。

Switch(config)# cdp run

CDP のグローバル設定の表示

CDP の設定を表示するには、次のコマンドを使用します。

次に、CDP の設定を表示する例を示します。

Switch# show cdp
Global CDP information:
        Sending CDP packets every 120 seconds

コマンド 目的

Switch(config)# [no] cdp run CDP をグローバルにイネーブルにします。

CDP をグローバルにディセーブルにするには、no 
キーワードを使用します。

コマンド 目的

Switch# show cdp グローバルな CDP 情報を表示します。
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        Sending a holdtime value of 180 seconds
        Sending CDPv2 advertisements is enabled
Switch# 

その他の CDP show コマンドについては、「CDP のモニタおよびメンテナンス」（P.28-3）を参照して

ください。

インターフェイス上での CDP のイネーブル化

インターフェイス上で CDP をイネーブルにするには、このコマンドを使用します。

次に、ファスト イーサネット インターフェイス 5/1 上で CDP をイネーブルにする例を示します。

Switch(config)# interface fastethernet 5/1
Switch(config-if)# cdp enable 

次に、ファスト イーサネット インターフェイス 5/1 上で CDP をディセーブルにする例を示します。

Switch(config)# interface fastethernet 5/1
Switch(config-if)# no cdp enable 

CDP インターフェイスの設定の表示

インターフェイスの CDP 設定を表示するには、このコマンドを使用します。

次に、ファスト イーサネット インターフェイス 5/1 の CDP の設定を表示する例を示します。

Switch# show cdp interface fastethernet 5/1
FastEthernet5/1 is up, line protocol is up
  Encapsulation ARPA
  Sending CDP packets every 120 seconds
  Holdtime is 180 seconds
Switch# 

CDP のモニタおよびメンテナンス

デバイスで CDP を監視し、保守するには、次のコマンドを 1 つ以上入力します。

コマンド 目的

Switch(config-if)# [no] cdp enable 特定のインターフェイス上で CDP をイネーブルにし

ます。

特定のインターフェイス上で CDP をディセーブルに

するには、no キーワードを使用します。

コマンド 目的

Switch# show cdp interface [type/number] CDP がイネーブルに設定されているインターフェイ

スの情報を表示します。
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次に、スイッチの CDP カウンタ設定をクリアする例を示します。

Switch# clear cdp counters

次に、ネイバー装置に関する情報を表示する例を示します。

Switch# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater

Device ID        Local Intrfce     Holdtme    Capability  Platform  Port ID
JAB023807H1      Fas 5/3            127         T S       WS-C2948  2/46
JAB023807H1      Fas 5/2            127         T S       WS-C2948  2/45
JAB023807H1      Fas 5/1            127         T S       WS-C2948  2/44
JAB023807H1      Gig 1/2            122         T S       WS-C2948  2/50
JAB023807H1      Gig 1/1            122         T S       WS-C2948  2/49
JAB03130104      Fas 5/8            167         T S       WS-C4003  2/47
JAB03130104      Fas 5/9            152         T S       WS-C4003  2/48

コマンド 目的

Switch# clear cdp counters トラフィック カウンタを 0 にリセットします。

Switch# clear cdp table ネイバー デバイスに関する情報を収めた CDP テーブ

ルを削除します。

Switch# show cdp 送信の頻度、送信されたパケットを保持する時間など、

グローバルな情報を表示します。

Switch# show cdp entry entry_name 
[protocol | version]

特定のネイバーに関する情報を表示します。プロトコ

ル情報またはバージョン情報に出力を限定することが

できます。

Switch# show cdp interface 
[type/number] 

CDP がイネーブルに設定されているインターフェイス

の情報を表示します。

Switch# show cdp neighbors 
[type/number] [detail]

ネイバー装置に関する情報を表示します。特定のイン

ターフェイス上のネイバーに関する情報に出力を限定

することも、より詳細な情報を要求することもできま

す。

Switch# show cdp traffic CDP カウンタ（送受信されたパケット数およびチェッ

クサム エラーを含む）を表示します。

Switch# show debugging スイッチでイネーブルに設定されているデバッグのタ

イプに関する情報を表示します。
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LLDP、LLDP-MED、およびロケーション 
サービスの設定

この章では、Catalyst 4500 シリーズ スイッチにリンク層検出プロトコル（LLDP）、LLDP Media 
Endpoint Discovery（LLDP-MED）、およびロケーション サービスを設定する方法について説明しま

す。

（注） この章で使用するコマンドの構文および使用方法の詳細については、このリリースに対応するコマンド 
リファレンスおよび『Cisco IOS Configuration Fundamentals Command Reference, Release 12.4』の

「System Management Commands」を参照してください。

この章で説明する内容は、次のとおりです。

• 「LLDP、 LLDP-MED、およびロケーション サービスについて」（P.29-1）

• 「LLDP、LLDP-MED、およびロケーション サービスの設定」（P.29-4）

• 「LLDP、LLDP-MED、およびロケーション サービスのモニタリングおよびメンテナンス」

（P.29-14）

• 「Cisco IOS XE 3.1.0SG における Cisco IOS Carries Ethernet 機能」（P.29-15）

LLDP、 LLDP-MED、およびロケーション サービスについ
て

ここでは、次の情報について説明します。

• 「LLDP」（P.29-1）

• 「LLDP-MED」（P.29-2）

• 「ロケーション サービス」（P.29-3）

LLDP

Cisco Discovery Protocol（CDP）は、すべてのシスコ デバイス（ルータ、ブリッジ、アクセス サー

バ、およびスイッチ）のレイヤ 2（データ リンク層）上で動作するデバイス検出プロトコルです。ネッ

トワーク管理アプリケーションは CDP を使用することにより、ネットワーク接続されている 他のシス

コ デバイスを自動的に検出し、識別できます。
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LLDP、 LLDP-MED、およびロケーション サービスについて

非シスコ デバイスをサポートし、他のデバイスとの相互運用性を確保するために、スイッチは IEEE 
802.1AB Link Layer Discovery Protocol（LLDP）をサポートしています。LLDP は、ネットワーク デ
バイスがネットワーク上の他のデバイスに自分の情報をアドバタイズするために使用するネイバー探索

プロトコルです。このプロトコルはデータ リンク層で動作するため、異なるネットワーク層プロトコ

ルが稼働する 2 つのシステムで互いの情報を学習できます。

LLDP は一連の属性をサポートし、これらを使用してネイバー デバイスを検出します。属性には、

Type、Length、および Value の説明が含まれていて、これらを TLV と呼びます。LLDP をサポートする

デバイスは、ネイバーとの情報の送受信に TLV を使用できます。設定情報、デバイスの機能、デバイ

ス ID などの詳細情報は、このプロトコルを使用してアドバタイズできます。

スイッチは、以下の基本管理 TLV をサポートします（任意）。

• ポート記述 TLV 

• システム名 TLV 

• システム記述 TLV

• システム機能 TLV 

• 管理アドレス TLV

• 電源管理 TLV

次の IEEE 固有の LLDP TLV もアドバタイズに使用されて LLDP-MED をサポートします。

• ポート VLAN ID TLV（IEEE 802.1 に固有の TLV） 

• MAC/PHY コンフィギュレーション /ステータス TLV（IEEE 802.3 に固有の TLV）

LLDP-MED

LLDP for Media Endpoint Devices（LLDP-MED）は LLDP の拡張版で、IP 電話などのエンドポイン

ト デバイスとスイッチなどのネットワーク デバイスの間で動作します。特に、Voice over IP（VoIP）
アプリケーションへのサポートを提供すると同時に、機能検出、ネットワーク ポリシー、イーサネッ

ト経由の電源供給（PoE）、コンポーネント管理、およびロケーション情報に追加の TLV も提供しま

す。デフォルトで、すべての LLDP-MED TLV がイネーブルです。

LLDP-MED では、次の TLV がサポートされます。

• LLDP-MED 機能 TLV

LLDP-MED エンドポイントが、接続されたデバイスのサポートする機能およびデバイスでイネー

ブルになっている機能を判別できるようにします。

設定の詳細については、「ネットワーク ポリシー プロファイルの設定」（P.29-10）を参照してくだ

さい。

• ネットワーク ポリシー プロファイル

ネットワーク接続デバイスとエンドポイントはともに、VLAN 設定、および関連するレイヤ 2 と
レイヤ 3 属性をポート上の特定アプリケーションにアドバタイズできます。たとえば、スイッチは

使用する VLAN 番号を IP 電話に通知できます。電話機は任意のスイッチに接続して、VLAN 番号

を取得し、コール制御との通信を開始できます。

ネットワーク ポリシー プロファイル TLV を定義することによって、VLAN、サービス クラス

（CoS）、Differentiated Services Code Point（DSCP）、およびタギング モードの値を指定して、音

声と音声信号のプロファイルを作成できます。その後、これらのプロファイル属性は、スイッチで

中央集約的に保守され、IP 電話に伝播されます。

設定の詳細については、「ネットワーク ポリシー プロファイルの設定」（P.29-10）を参照してくだ

さい。
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LLDP、 LLDP-MED、およびロケーション サービスについて

• 電源管理 TLV

LLDP-MED エンドポイントとネットワーク接続デバイスの間で拡張電源管理を可能にします。ス

イッチおよび IP 電話は、デバイスの受電方法、電源プライオリティ、デバイスの消費電力などの

電源情報を通知することができます。

設定の詳細については、「LLDP 電力ネゴシエーションの設定」（P.29-11）を参照してください。

• コンポーネント管理 TLV

エンドポイントは、スイッチにエンドポイントの詳細なコンポーネント情報を送信することが可能

です。コンポーネント情報には、ハードウェア リビジョン、ファームウェア バージョン、ソフト

ウェア バージョン、シリアル番号、メーカー名、モデル名、Asset ID TLV などがあります。

• ロケーション TLV

スイッチからのロケーション情報をエンドポイント デバイスに提供します。ロケーション TLV は
この情報を送信することができます。

– 都市ロケーション情報

都市アドレス情報および郵便番号情報を提供します。都市ロケーション情報の例には、地名、

番地、郵便番号などがあります。

– ELIN ロケーション情報

発信側のロケーション情報を提供します。ロケーションは、緊急ロケーション識別番号

（ELIN）によって決定されます。これは、緊急通報を Public Safety Answering Point（PSAP）
にルーティングする電話番号で、PSAP はこれを使用して緊急通報者にコールバックすること

ができます。

設定の詳細については、「ロケーション TLV およびロケーション サービスの設定」（P.29-12）を参

照してください。

（注） スイッチは、LLDP および LLDP-MED を同時にエンド ポイント デバイスに送信できません。デフォ

ルトでは、ネットワーク デバイスはエンドポイント デバイスから LLDP-MED パケットを受信するま

で LLDP パケットだけを送信します。次にネットワーク デバイスは、LLDP パケットを受信するまで 
LLDP-MED パケットを送信します。

ロケーション サービス

ロケーション サービス機能を使用すると、スイッチに接続されている装置について、スイッチから 
Cisco Mobility Services Engine（MSE; モビリティ サービス エンジン）に、ロケーションおよび接続

のトラッキング情報を提供できます。トラッキングされたデバイスは、ワイヤレス エンドポイント、

ワイヤード エンドポイント、またはワイヤード スイッチやワイヤード コントローラになります。ス

イッチは、ネットワーク モビリティ サービス プロトコル（NMSP）のロケーションおよび接続の通知

を介して、装置のリンク アップとリンク ダウンのイベントを MSE に通知します。

MSE はスイッチへの NMSP 接続を開始します。MSE がスイッチに接続すると、バージョンの互換性、

サービスの交換、およびロケーション情報の同期を確立するためにメッセージが交換されます。接続が

確立されると、スイッチがロケーションおよび接続の通知を定期的に MSE に送信します。この間に検

出されたリンク アップ イベント、リンク ダウン イベント、またはロケーション設定の変更が集約さ

れ、接続またはロケーションの通知を使用して 後に送信されます。

ポート上のリンク アップまたはリンク ダウンのイベントでスイッチがデバイスの有無を検出すると、

該当する場合、クライアントの MAC アドレス、IP アドレス、および 802.1x ユーザ名が取得されま

す。デバイスで LLDP-MED または CDP がイネーブルになっている場合、スイッチはモデル番号やソ

フトウェア バージョンなどのクライアント固有の情報を引き続き収集します。
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デバイスの機能に応じて、スイッチは次のクライアントの接続情報をリンク アップ時に取得します。

• スロット、ポート、およびポート タイプ

• クライアントの MAC アドレス 

• クライアントの IP アドレス 

• 802.1X ユーザ名（該当する場合）。

• デバイス カテゴリは、wired station として指定されます。

• ステートは Connected として指定されます。

• シリアル番号、UDI。

• モデル番号

• ソフトウェア バージョン

• VLAN ID および VLAN 名

デバイス機能に応じて、スイッチは次のクライアント情報をリンク ダウン時に取得します。

• 切断されたスロットおよびポート。

• クライアントの MAC アドレス

• クライアントの IP アドレス

• 802.1X ユーザ名（該当する場合）。

• デバイス カテゴリは、wired station として指定されます。

• ステートは Disconnected として指定されます。

• シリアル番号、UDI。

• モデル番号

• ソフトウェア バージョン

• VLAN ID および VLAN 名

管理者がスイッチでロケーション アドレスを変更すると、情報は MSE に報告されます。スイッチは、

変更されたアドレス情報と変更によって影響を受けるポートのリストを特定する NMSP ロケーション

通知メッセージを送信します。

LLDP、LLDP-MED、およびロケーション サービスの設定
ここでは、次の設定情報について説明します。

• 「デフォルトの LLDP 設定」（P.29-5）

• 「LLDP 特性の設定」（P.29-5）

• 「LLDP のグローバルなディセーブルおよびイネーブル」（P.29-6）

• 「インターフェイス上での LLDP のディセーブルおよびイネーブル」（P.29-7）

• 「LLDP-MED TLV の設定」（P.29-9）

• 「ネットワーク ポリシー プロファイルの設定」（P.29-10）

• 「LLDP 電力ネゴシエーションの設定」（P.29-11）

• 「ロケーション TLV およびロケーション サービスの設定」（P.29-12）
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• 「LLDP、LLDP-MED、およびロケーション サービスのモニタリングおよびメンテナンス」

（P.29-14）

デフォルトの LLDP 設定

表 29-1 に、デフォルトの LLDP 設定を示します。デフォルト設定を変更するには、LLDP グローバル 
コンフィギュレーション コマンドおよび LLDP インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを

使用します。

LLDP 特性の設定

LLDP アップデートの頻度、情報を廃棄するまでに保持する時間、初期化遅延時間を設定できます。ま

た、LLDP および LLDP-MED TLV が送受信されるように選択できます。ロケーション サービス機能

を使用できるのは、スイッチで暗号化ソフトウェア イメージが実行されている場合だけです。

これらの特性を設定するには、次の作業を行います。

（注） ステップ 2 ～ 5 は任意であり、どの順番で実行してもかまいません。

表 29-1 デフォルトの LLDP 設定

機能 デフォルト設定

LLDP グローバル ステート ディセーブル

LLDP ホールドタイム（廃棄までの時間） 120 秒

LLDP タイマー（パケット更新頻度） 30 秒

LLDP 再初期化遅延 2 秒

LLDP tlv-select すべての TLV の送受信をイネーブルに

LLDP インターフェイス ステート イネーブル

LLDP 受信 イネーブル

LLDP transmit イネーブル

LLDP med-tlv-select すべての MMDP-MED TLV の送信をイネーブ

ルに

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# lldp holdtime 
seconds

（任意）受信デバイスがこのデバイスから送信された情報を破棄せずに保

持する時間を指定します。

指定できる範囲は 0 ～ 65535 秒です。デフォルトは 120 秒です。

ステップ 3 Switch(config)# lldp reinit （任意）インターフェイス上で LLDP を初期化するときの遅延時間（秒）

を指定します。

指定できる範囲は 2 ～ 5 秒です。デフォルトは 2 秒です。

ステップ 4 Switch(config)# lldp timer seconds （任意）LLDP 更新の送信頻度を秒数で設定します。

指定できる範囲は 5 ～ 65534 秒です。デフォルトは 30 秒です。
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（注） デフォルト設定に戻すには、各 LLDP コマンドの no 形式を使用します。

次に、ホールドタイムを 120 秒、遅延時間を 2 秒、更新頻度を 30 に設定する例を示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# lldp holdtime 120
Switch(config)# lldp reinit 2
Switch(config)# lldp timer 30
Switch(config)# end

次に、LLDP パケットだけを転送する例を示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# no lldp receive
Switch(config)# end

次に、再び LLDP パケットを受信する例を示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# lldp receive
Switch(config)# end

その他の LLDP show コマンドについては、「LLDP、LLDP-MED、およびロケーション サービスのモ

ニタリングおよびメンテナンス」（P.29-14）を参照してください。

LLDP のグローバルなディセーブルおよびイネーブル

（注） LLDP はデフォルトでディセーブルです。

LLDP をグローバルにディセーブルにするには、次の作業を行います。

ディセーブルにされている LLDP をイネーブルにするには、次の作業を行います。

ステップ 5 Switch(config)# lldp tlv-select （任意）送受信する LLDP TLV を指定します。

ステップ 6 Switch(config)# copy running-config 
startup-config

コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

ステップ 7 Switch(config)# lldp med-tlv-select （任意）送受信する LLDP-MED TLV を指定します。

コマンド 目的

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# no lldp run LLDP をディセーブルにします。

ステップ 3 Switch(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
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次に、LLDP をグローバルにディセーブルにする例を示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# no lldp run
Switch(config)# end

次に、LLDP をグローバルにイネーブルにする例を示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# lldp run
Switch(config)# end

インターフェイス上での LLDP のディセーブルおよびイネーブル

LLDP は、すべてのサポートされているインターフェイス上でグローバルにディセーブルにされていま

す。デバイスで LLDP パケットを送信できるようにするためには、LLDP をグローバルでイネーブル

にする必要があり余す。ただし、インターフェイス レベルでの変更は不要です。

 no lldp transmit コマンドおよび no lldp receive コマンドを使用して LLDP パケットを送受信しない

ようにインターフェイスを設定するように選択することができます。

（注） インターフェイスがトンネル ポートに設定されていると、LLDP は自動的にディセーブルになります。

特定のインターフェイス上で LLDP をディセーブルにするには、次の作業を行います。

ディセーブルにされている LLDP をインターフェイスでイネーブルにするには、次の作業を行います。

ステップ 2 Switch(config)# lldp run LLDP をイネーブルにします。

ステップ 3 Switch(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

コマンド 目的

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# interface interface-id LLDP をディセーブルにするインターフェイスを指定し、インター

フェイス コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 3 Switch(config)# no lldp transmit インターフェイスで LLDP パケットが送信できなくなります。

ステップ 4 Switch(config)# no lldp receive インターフェイスで LLDP パケットが受信できなくなります。

ステップ 5 Switch(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 Switch(config)# copy running-config 
startup-config

コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# interface interface-id LLDP をイネーブルにするインターフェイスを指定し、インター

フェイス コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 3 Switch(config)# lldp transmit インターフェイスで LLDP パケットを送信します。

ステップ 4 Switch(config)# lldp receive インターフェイスで LLDP パケットを受信します。
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次に、インターフェイス上で LLDP をイネーブルにする例を示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# interface GigabitEthernet 1/1
Switch(config-if)# lldp transmit
Switch(config-if)# lldp receive
Switch(config-if)# end

ステップ 5 Switch(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 Switch# copy running-config 
startup-config

コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 目的
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LLDP-MED TLV の設定

デフォルトでは、スイッチはエンド デバイスから LLDP-MED パケットを受信するまで、LLDP パ
ケットだけを送信します。デバイスは、LLDP パケットだけを受信するまで LLDP-MED パケットの送

信を続けます。

lldp インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用すれば、インターフェイスが表 29-2に

リストされている TLV を送信しないように設定できます。

TLV をインターフェイスでディセーブルにするには、次の作業を行います。

TLV をインターフェイスでイネーブルにするには、次の作業を行います。

次に、インターフェイスでディセーブルにされている TLV をイネーブルにする例を示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# interface GigabitEthernet0/1
Switch(config-if)# lldp med-tlv-select inventory management
Switch(config-if)# end

表 29-2 LLDP-MED TLV

LLDP-MED TLV 説明

inventory-management LLDP-MED コンポーネント管理 TLV

location LLDP-MED ロケーション TLV

network-policy LLDP-MED ネットワーク ポリシー TLV

power-management LLDP-MED 電源管理 TLV

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# interface interface-id LLDP-MED TLV を設定するインターフェイスを指定し、インター

フェイス コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 3 Switch(config-if)# no lldp 
med-tlv-select tlv

ディセーブルにする TLV を指定します。

ステップ 4 Switch(config-if)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 Switch# copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# interface interface-id LLDP-MED TLV を設定するインターフェイスを指定し、インター

フェイス コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 3 Switch(config-if)# lldp med-tlv-select 
tlv

イネーブルにする TLV を指定します。

ステップ 4 Switch(config-if)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 Switch# copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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ネットワーク ポリシー プロファイルの設定

ネットワーク ポリシー プロファイルを作成して、ポリシー属性を設定し、それをインターフェイスに

適用するには、次の作業を行います。

デフォルト設定に戻すには、各コマンドの no 形式を使用します。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# network-policy profile 
profile number

ネットワーク ポリシー プロファイル番号を指定し、ネットワーク 
ポリシー コンフィギュレーション モードを開始します。指定できる

範囲は 1 ～ 4294967295 です。

ステップ 3 Switch(config-network-policy)# {voice | 
voice-signaling} vlan [vlan-id 
{cos cvalue | dscp dvalue}] | [[dot1p 
{cos cva lue | dscp dvalue}] | none | 
untagged]

ポリシー属性の設定 :

voice：音声アプリケーション タイプを指定します。

voice-signaling：音声シグナリング アプリケーション タイプを指定

します。

vlan：音声トラフィックのネイティブ VLAN を指定します。

vlan-id：（任意）音声トラフィックの VLAN を指定します。指定で

きる範囲は 1 ～ 4094 です。

cos cvalue：（任意）設定された VLAN のレイヤ 2 プライオリティ 
サービス クラス（CoS）を指定します。指定できる範囲は 0 ～ 7 で
す。デフォルトは 0 です。

dscp dvalue：（任意）設定された VLAN の Differentiated Services 
Code Point（DSCP）値を指定します。指定できる範囲は 0 ～ 63 で
す。デフォルトは 0 です。

dot1p：（任意）IEEE 802.1p プライオリティ タギングおよび VLAN 
0（ネイティブ VLAN）を使用するように電話機を設定します。

none：（任意）音声 VLAN に関して IP Phone に指示しません。IP 
Phone のキー パッドから入力された設定を使用します。

untagged：（任意）電話機をタグなし音声トラフィック（電話機の

デフォルト）を送信するように設定します。

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

ステップ 5 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 6 Switch(config)# interface interface-id ネットワーク ポリシー プロファイルを設定するインターフェイスを

指定し、インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始し

ます。

ステップ 7 Switch(config-if)# network-policy 
profile number

ネットワーク ポリシー プロファイル番号を指定します。

ステップ 8 Switch(config-if)# lldp med-tlv-select 
network-policy

ネットワーク ポリシー TLV を指定します。

ステップ 9 Switch(config-if)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 10 Switch# show network-policy profile 設定を確認します。

ステップ 11 Switch# copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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次に、CoS を持つ音声アプリケーションの VLAN 100 を設定して、インターフェイス上のネットワー

ク ポリシー プロファイルおよびネットワーク ポリシー TLV をイネーブルにする例を示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# network-policy profile 1
Switch(config-network-policy)# voice vlan 100 cos 4
Switch(config)# exit
Switch# configure terminal
Switch# interface_id
Switch(config-if)# network-policy profile 1
Switch(config-if)# lldp med-tlv-select network-policy

次の例では、プライオリティ タギングを持つネイティブ VLAN 用の音声アプリケーション タイプを設

定する方法を示します。

Switch(config-network-policy)# voice vlan dot1p cos 4
Switch(config-network-policy)# voice vlan dot1p dscp 34

（注） Cisco IOS Release 12.2(54) SG では、Catalyst 4500 シリーズ スイッチは、音声および音声シグナリン

グという 2 個のアプリケーションしかサポートしていません。CoS/DSCP のデフォルト値は、音声ア

プリケーションの場合は 5/46、音声シグナリングの場合は 3/24 です。デフォルト値を上書きする必要

がある場合は、ネットワーク ポリシー プロファイルを設定し、インターフェイスに適用する必要があ

ります。これらの値は、LLDP MED でのネットワーク ポリシー TLV の一部として送信されます。

LLDP 電力ネゴシエーションの設定

Cisco IOS Release 12.2(54)SG 以降では、Catalyst 4500 シリーズ スイッチで LLDP を使用して、IEEE 
802.3at 標準で指定されているように、インライン電力ネゴシエーションを実行することができます 

（使用される LLDP TLV は DTE Power-via-MDI TLV です）。この機能を使用すれば、PoE+ 対応モ

ジュール上のスイッチから IEEE 標準に基づくインライン受電デバイスに PoE+ 電力範囲（デバイス端

で 12.95W ～ 25.5W）の電力を供給することができます。

（注） LLDP-MED TLV による LLDP を通してネゴシエートされたインライン電力使用を確認するには、 
show lldp neighbors detail コマンドを使用します。IEEE 802.3at TLV を通してネゴシエートされたイ

ンライン電力使用を確認するには、show power inline interface detail コマンドを使用します。show 
power inline interface detail コマンドは、LLDP を通してネゴシエートされた電力を表示しません。

（注） 複数のプロトコル（CDP/LLDP 802.3at/LLDP-MED）を使用して電力ネゴシエーションを実行するイ

ンライン受電デバイスがスイッチに接続されている場合は、スイッチが電力ネゴシエーション TLV を
含む 初のプロトコル パケット（CDP または LLDP）にロックします。LLDP 802.3at 電力ネゴシエー

ション TLV と LLDP-MED 電力ネゴシエーション TLV の両方がスイッチで受信された場合は、前者が

優先されます。電力ネゴシエーションの単一プロトコルを常に使用する必要がある場合、スイッチ イ
ンターフェイスまたはエンド デバイスの他の電力ネゴシエーション プロトコルを管理上ディセーブル

にする必要があります。

LLDP 電力ネゴシエーションをイネーブルにするには、次の作業を行います。
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LLDP、LLDP-MED、およびロケーション サービスの設定

次に、インターフェイスのギガビット イーサネット 3/1 上で LLDP 電力ネゴシエーションをイネーブ

ルにする例を示します。

Switch# config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)# int gi 3/1
Switch(config-if)# lldp tlv-select power-management

ロケーション TLV およびロケーション サービスの設定

エンドポイントのロケーション情報を設定し、インターフェイスに適用するには、次の作業を行いま

す。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# interface interface-id LLDP 電力ネゴシエーションを設定するインターフェイスを指定し

ます。

ステップ 3 Switch(config-if)# lldp tlv-select 
power-management

LLDP 電力ネゴシエーションをイネーブルにします。

ステップ 4 Switch(config-if)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 Switch# copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# location {admin-tag 
string | civic-location identifier id | 
elin-location string identifier id}

エンドポイントにロケーション情報を指定します。

• admin-tag：管理タグまたはサイト情報を指定します。

• civic-location：都市ロケーション情報を指定します。

（注） LLDP-MED TLV の都市ロケーション識別情報は 250 バイト

以下に制限されています。スイッチ設定時に使用可能なバッ

ファ スペースに関するエラー メッセージの受信を避けるに

は、各都市ロケーション識別情報に指定したすべての都市ロ

ケーション情報の長さの合計が 250 バイトを超えないように

してください。

• elin-location：緊急ロケーション情報（ELIN）を指定します。

• identifier id：都市ロケーションの ID を指定します。

• string：サイト情報またはロケーション情報を英数字形式で指定

します。

ステップ 3 Switch(config-civic)# exit グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 4 Switch(config)# interface interface-id ロケーション情報を設定するインターフェイスを指定し、インター

フェイス コンフィギュレーション モードを開始します。
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デフォルト設定に戻すには、各コマンドの no 形式を使用します。

次の例では、スイッチに都市ロケーション情報を設定する方法を示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# location civic-location identifier 1
Switch(config-civic)# number 3550
Switch(config-civic)# primary-road-name "Cisco Way"
Switch(config-civic)# city "San Jose"
Switch(config-civic)# state CA
Switch(config-civic)# building 19
Switch(config-civic)# room C6
Switch(config-civic)# county "Santa Clara"
Switch(config-civic)# country US
Switch(config-civic)# end

スイッチ上でロケーション サービスをイネーブルにするには、次の作業を行います。

（注） ロケーション サービス機能をイネーブルにするには、スイッチで暗号化ソフトウェア イメージを実行

している必要があります。有線ロケーション サービスをサポートするには、Cisco モビリティ サービ

ス エンジン（MSE）が Heitz 6.0 以降のソフトウェア イメージを実行している必要があります。

ステップ 5 Switch(config-if)# location 
{additional-location-information word | 
civic-location-id id | elin-location-id 
id}

インターフェイスのロケーション情報を入力します。

additional-location-information：ロケーション（位置）に関する

追加情報を指定します。

civic-location-id：インターフェイスのグローバル都市ロケーション

情報を指定します。

elin-location-id：インターフェイスの緊急ロケーション情報を指定

します。

id：都市ロケーションまたは ELIN ロケーションの ID を指定しま

す。指定できる ID 範囲は 1 ～ 4095 です。

word：追加のロケーション情報を指定する語またはフレーズを指定

します。

ステップ 6 Switch(config-if)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 7 Switch# show location 設定を確認します。

ステップ 8 Switch# copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 目的

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# nmsp enable スイッチで NMSP 機能をイネーブルにします。

ステップ 3 Switch(config)# ip device tracking IP デバイス トラッキングをイネーブルにします。

ステップ 4 Switch(config)# nmsp notification 
interval {attachment | location} 
interval-seconds

NMSP 通知間隔を指定します。

attachment：接続通知間隔を指定します。

location：位置通知間隔を指定します。

interval-seconds：スイッチから MSE にロケーション更新または接

続更新が送信されるまでの期間（秒）。指定できる範囲は 1 ～ 30 で
す。デフォルト値は 30 です。
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次の例では、スイッチ上で NMSP をイネーブルにし、ロケーション通知時間を 10 秒に設定する方法を

示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# nmsp enable
Switch(config)# ip device tracking
Switch(config)# nmsp notification interval location 10
Switch(config)# end

（注） ロケーション サービスは、レイヤ 2 とレイヤ 3 の物理ポート上の IP デバイスだけを追跡します。SVI 
またはポート チャネル経由で接続された IP デバイスは、追跡されず、MSE にレポートされません。

LLDP、LLDP-MED、およびロケーション サービスのモニ
タリングおよびメンテナンス

デバイス上で LLDP、LLDP-MED、およびロケーション サービスをモニタリングおよびメンテナンス

するには、特権 EXEC モードで次の手順の 1 つまたは複数を実行します。

ステップ 5 Switch(config)# interface interface-id 学習された接続情報がすべて MSE に送信されないようにするイン

ターフェイスを指定します。

ステップ 6 Switch(config-if)# nmsp attachment 
suppress

このインターフェイス上で学習された接続情報が MSE に送信され

ないようにします。

（注） ロケーション サービスは、スイッチに直接接続されたエン

ド デバイスをトラッキングすることを意図しています。不

正確なトラッキング情報を避けるために、すべてのトランク 
インターフェイスにこのコマンドを適用してください。

ステップ 7 Switch# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 8 Switch# show nmsp notification 通知間隔の設定を確認します。

ステップ 9 Switch# show nmsp status NMSP がイネーブルになっていることを確認します。

ステップ 10 Switch# copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 目的

コマンド 説明

clear lldp counters トラフィック カウンタおよびエラー カウンタをゼロにリセットします。

clear lldp table ネイバーに関する情報を収めた LLDP テーブルを削除します。

clear nmsp statistics NMSP 統計カウンタをクリアします。

show lldp 送信の頻度、送信されたパケットのホールドタイム、LLDP 初期化の遅延時間

など、インターフェイス上のグローバル情報を表示します。

show lldp entry entry-name 特定のネイバーに関する情報を表示します。

アスタリスク（*）を入力して、すべてのネイバーを表示することも、情報が必

要なネイバーの名前を入力することもできます。

show lldp errors LLDP カプセル化エラーおよびオーバーフローを表示します。
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Cisco IOS XE 3.1.0SG における Cisco IOS Carries 
Ethernet 機能

ここでは、Cisco IOS XE 3.1.0SG でサポートされているハイ アベイラビリティ ソフトウェア機能につ

いて説明します。機能マニュアルへのリンクが掲載されています。

機能ガイドには、複数の機能に関する情報が含まれている場合があります。機能ガイドで特定の機能に

関する情報を検索する場合は、巻末の機能情報表を参照してください。

機能ガイドには、さまざまなソフトウェア リリースとプラットフォームでサポートされている機能が

掲載されています。ご使用のシスコ ソフトウェア リリースまたはプラットフォームで、機能ガイドに

記載されたすべての機能がサポートされているとは限りません。そのガイドでどの機能がソフトウェア 
リリースでサポートされるかについては、機能ガイドの 後にある機能情報の表を参照してください。

プラットフォームのサポートおよびシスコ ソフトウェア イメージのサポートに関する情報を検索する

には、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には 
http://www.cisco.com/go/cfn からアクセスしてください。Cisco.com のアカウントは不要です。

ANSI TIA-1057 LLDP-MED のサポートと IEEE 802.1ab LLDP（Link Layer Discovery Protocol）

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/cether/configuration/guide/ce_lldp-med.html

show lldp interface [interface-id] LLDP がイネーブルに設定されているインターフェイスに関する情報を表示し

ます。

必要なインターフェイスの情報だけを表示できます。

show lldp neighbors [interface-id] 
[detail]

デバイス タイプ、インターフェイスのタイプや番号、ホールドタイム設定、機

能、ポート ID など、ネイバーに関する情報を表示します。

特定のインターフェイスに関するネイバー情報だけを表示したり、詳細表示に

するため表示内容を拡張したりできます。

show lldp traffic 送受信パケットの数、廃棄したパケットの数、認識できない TLV の数など、

LLDP カウンタを表示します。

show location エンドポイントのロケーション情報を表示します。

show nmsp NMSP 情報を表示します。

show power inline interface [detail] インターフェイスの PoE ステータスに関する詳細情報を表示します。

show power inline module mod 
[detail]

指定されたモジュールの PoE 消費電力に関する詳細情報を表示します。

コマンド 説明

http://www.cisco.com/go/cfn
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/cether/configuration/guide/ce_lldp-med.html


29-16
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-25340-01-J

第 29 章      LLDP、LLDP-MED、およびロケーション サービスの設定

Cisco IOS XE 3.1.0SG における Cisco IOS Carries Ethernet 機能



C H A P T E R

30-1
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-25340-01-J

30
UDLD の設定

この章では、Catalyst スイッチで単方向リンク検出（UDLD）イーサネットを設定する方法について説

明します。

この章の主な内容は、次のとおりです。

• 「UDLD について」（P.30-1）

• 「UDLD のデフォルト設定」（P.30-3）

• 「スイッチ上での UDLD の設定」（P.30-4）

• 「UDLD リンク ステータスの表示」（P.30-8）

（注） この章で使用するスイッチ コマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL で『Cisco 
Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』と関連資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products//hw/switches/ps4324/index.html

『Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』に掲載されていないコマンドについては、より詳

細な Cisco IOS ライブラリを参照してください。次の URL でCisco IOS コマンド リファレンスと関連

資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html

UDLD について
UDLD は、光ファイバまたはツイストペア イーサネット ケーブルを介して接続されたデバイスを初期

化するレイヤ 2 プロトコルです。このプロトコルは、（誤ったケーブル配線など）物理的な接続をモニ

タリングし、単方向リンクを検出して、スパニングツリー トポロジ ループまたはサイレント ドロップ 
トラフィックを回避します。

プロトコルが単方向リンクを正しく識別するには、接続されているすべてのデバイスで UDLD をサ

ポートする必要があります。UDLD が単方向リンクを検出すると、管理上関係のあるポートをシャッ

トダウンし、警告メッセージを送信できます。

UDLD を使用すると、単方向リンクを検出する時間は、タイマーがどのように設定されているかによ

り、数秒から数分の範囲で変動します。リンク ステータス メッセージは 2 秒ごとに交換されます。

Cisco IOS Release 12.2(54)SG 以降では、数百ミリ秒範囲のタイマーをサポートし、サブセカンド単一

方向リンク検出をイネーブルにする拡張 Fast UDLD が追加されました。Fast UDLD を使用すると、単

方向リンクを検出する時間は、1 秒未満から数秒のタイマーの範囲で変動します（検出時間もタイマー

の設定方法により異なります）。リンク ステータス メッセージは 200 ミリ秒ごとに交換されます。

http://www.cisco.com/en/US/products//hw/switches/ps4324/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html


30-2
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-25340-01-J

第 30 章      UDLD の設定

UDLD について

ここでは、次の内容について説明します。

• 「UDLD トポロジ」（P.30-2）

• 「Fast UDLD のトポロジ」（P.30-2）

• 「動作モード」（P.30-3）

• 「UDLD のデフォルト ステート」（P.30-3）

UDLD トポロジ

各スイッチはネイバー スイッチにパケットを送信できますが、パケットの送信先のスイッチからのパ

ケットは受信できません。UDLD は、これらの一方向接続を検出し、ディセーブルにします。図 30-1 
は、単方向リンクを示しています。

図 30-1 単方向リンクのトポロジ

Fast UDLD のトポロジ

図 30-2 に一般的な Fast UDLD のトポロジを示します。スイッチ A およびスイッチ B は 2 ポートの 
EtherChannel を介して接続され、Fast UDLD はポート単位でイネーブルになります。リンクの 1 つが

単方向になった場合、Fast UDLD は、通常の UDLD よりも速くこの状況を検出し、リンクを 
errdisable にします。トラフィックは、EtherChannel によって 2 番めのリンクに切り替えられます。こ

れは非常に高速で発生するため、トラフィックの損失は 小限になります。

図 30-2 Fast UDLD のトポロジ

（注） Fast UDLD の場合、Catalyst 4900M、Catalyst 4948E、Supervisor Engine 6-E、Supervisor 6L-E、
Supervisor 7-E、および Supervisor Engine 7L-E は 大 32 個のポートをサポートします。
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動作モード

UDLD および Fast UDLD は、次の動作モードをサポートします。

• 正常：UDLD 対応ポート（A）は 2 番目のポート（B）に定期的に UDLD プローブを送信します。

ポート B が UDLD 対応でない場合、単方向リンク検出は発生しません。両方のデバイスが UDLD 
対応で双方向接続が見つかった場合、プローブ メッセージが、設定済みのメッセージのタイム イ
ンターバル レートで両方向に移動します。UDLD プロトコルはプローブを受信すると、エコー 
メッセージをピア ポートに送信し、検出の間応答を待機することでデバイスの同期を試みます。

ポート リンクがまだある場合（B が A に長いトラフィックを送信する場合）に単一方向トラ

フィックが検出されると、B は errdisable モードを開始し、A は undetermined とマークされます

が、errdisable モードにはなりません。このモードは情報に限定されているため、現在の STP ス
テートで動作が続行されます。これは、STP ループを妨げませんが、潜在的に中断が少なくなりま

す。

（注） 単方向リンクの障害はノーマル モードを使用して検出できません。

• アグレッシブ：ポート（A）がネイバーへの接続に失敗すると、2 番めのポート（B）にプローブ

を送信して、関係をアクティブに再確立しようとします。ポート B が応答しないと、リンクは単

方向と見なされ、ポート A はサイレント ドロップ トラフィックを避けるために errdisable ステー

トになります。

（注） 単方向および双方向リンクの障害は、アグレッシブ モードで検出できます。

UDLD アグレッシブ モードは UDLD 通常モードと相互動作します。単方向状態が検出されると、アグ

レッシブ モードのリンクだけがシャットダウンされます。

UDLD のデフォルト ステート

UDLD のデフォルト ステートは次のとおりです。

• UDLD は、不要な制御トラフィック（BPDU 制御パケット）を送信しないように、銅製 LAN ポー

ト上でローカルでディセーブルです。このプロトコルは、アクセス ポートで一般的に使用されて

います。

• グローバル UDLD がアクティブである場合、ファイバ ポート上の UDLD がイネーブルになりま

す。

• Fast UDLD はすべてのポートでディセーブルです。

UDLD のデフォルト設定
表 30-1 に、UDLD のデフォルト設定を示します。
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スイッチ上での UDLD の設定
ここでは、UDLD の設定手順について説明します。

• 「Fast UDLD の注意事項および制約事項」（P.30-4）

• 「UDLD のグローバルなイネーブル化」（P.30-5）

• 「インターフェイス上で UDLD をイネーブルにする方法」（P.30-6）

• 「個々のインターフェイス上で UDLD をディセーブルにする方法」（P.30-7）

• 「光ファイバ インターフェイス上で UDLD をディセーブルにする方法」（P.30-7）

• 「UDLD プローブ メッセージ間隔のグローバルな設定」（P.30-8）

• 「ディセーブルになった LAN インターフェイスのリセット」（P.30-8）

Fast UDLD の注意事項および制約事項

Fast UDLD を使用（または設定）した場合、次の注意事項および制約事項を考慮してください。

• Fast UDLD は、デフォルトではディセーブルに設定されています。

• Fast UDLD をサポートするネットワーク デバイス間のポイントツーポイント リンクでのみ、Fast 
UDLD を設定します。

• Fast UDLD は、通常モードでもアグレッシブ モードでも設定できます。

• Fast UDLD ポートでは、link debounce コマンドを入力しないでください。

• 互いに接続されたネットワーク デバイス間の少なくとも 2 つのリンクで Fast UDLD を設定しま

す。これは、false positive によるリンクの無効化の数を減らします。

• 同じネイバー デバイスに対する複数のリンクで同じエラーが同時に発生した場合、Fast UDLD は
単一方向リンクを報告しません。

• Fast UDLD をサポートするポートの数は、次のように制限されています。

表 30-1 UDLD のデフォルト設定

機能 デフォルト ステータス

UDLD グローバル イネーブル ステート グローバルにディセーブル

インターフェイス別の UDLD イネーブル ステート（光ファイ

バ メディア用）

すべてのイーサネット光ファイバ インターフェイスでイ

ネーブル

インターフェイス別の UDLD イネーブル ステート（ツイスト

ペア（銅製）メディア用）

すべてのイーサネット 10/100 および 1000BASE-TX イン

ターフェイスでディセーブル

Fast UDLD のインターフェイスごとのイネーブル ステート すべてのインターフェイスでディセーブル
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UDLD のグローバルなイネーブル化

アグレッシブ モードまたは通常モードで UDLD をイネーブルにし、スイッチ上のすべての光ファイバ 
インターフェイスに設定可能なメッセージ タイマーを設定するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま

す。

ステップ 2 Switch(config)# udld {aggressive | enable | 
message time message-timer-interval} | fast-hello 
error-reporting

UDLD および Fast UDLD 動作を指定します。

• aggressive：すべての光ファイバ インターフェイス

において、アグレッシブ モードで UDLD をイネー

ブルにします。

• enable：スイッチ上のすべての光ファイバ インター

フェイスにおいて、通常モードで UDLD をイネー

ブルにします。UDLD はデフォルトでディセーブル

です。

個々のインターフェイスの設定は、udld enable グ
ローバル コンフィギュレーション コマンドの設定

を上書きします。

アグレッシブおよび通常モードの詳細については、

「動作モード」（P.30-3）を参照してください。

• message time message-timer-interval：アドバタイ

ズメント フェーズにあり、双方向と判別されたポー

トにおける UDLD プローブ メッセージ間の時間間

隔を設定します。指定できる範囲は 1～ 90 秒です。

（注） Cisco IOS Release 12.2(31)SGA 以前は、タイ

マーの範囲は 7 ～ 90 秒でした。Cisco IOS 
Release 12.2(31)SGA では、タイマーの範囲は 1 
～ 90 秒です。

• fast-hello error-reporting：設定されている場合、

Fast UDLD は単一方向リンクを errdisable にしませ

ん。代わりに、ログ メッセージを通知するリンク障

害はコンソール（Fast UDLD に限り動作）に表示さ

れます。

ステップ 3 Switch(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 Switch# show udld 設定を確認します。
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インターフェイス上で UDLD をイネーブルにする方法

各インターフェイス上で UDLD をイネーブルにするには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch(config-if)# udld port

Switch(config-if)# udld port aggressive

Switch(config-if)# udld fast-hello interval

特定のインターフェイスの通常モードで UDLD をイ

ネーブルにします。光ファイバ インターフェイスの場

合、このコマンドは udld enable グローバル コンフィ

ギュレーション コマンドによる設定を上書きします。

特定のインターフェイスのアグレッシブ モードで 
UDLD をイネーブルにします。光ファイバ インター

フェイスの場合、このコマンドは udld enable グローバ

ル コンフィギュレーション コマンドによる設定を上書

きします。

ミリ秒のインターバル値と等しいメッセージ インターバ

ルのインターフェイスで Fast UDLD をイネーブルにし

ます。

インターバル値の範囲は 200～ 1000 ミリ秒です。

Fast UDLD をイネーブルにするには、UDLD がイネー

ブル（明示的に設定されている、またはグローバルにイ

ネーブル）および（双方向ステートで）動作可能である

必要があります。

（注） Fast UDLD は個々 のインターフェイスでのみイ

ネーブルにできます（グローバルにイネーブル

にするコマンドはありません）。

（注） Fast UDLD は、インストールされているスー

パーバイザのタイプに対応するインターフェイ

スの限られた数で設定またはイネーブルにのみ

できます。Fast UDLD でサポートされるイン

ターフェイスの数は、show udld fast-hello コマ

ンドを使用して表示できます。

ステップ 2 Switch# show udld interface 設定を確認します。
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個々のインターフェイス上で UDLD をディセーブルにする方法

各インターフェイス上で UDLD をディセーブルにするには、次の作業を行います。

光ファイバ インターフェイス上で UDLD をディセーブルにする方法

特定の光ファイバ インターフェイス上で UDLD をディセーブルにするには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch(config-if)# no udld port

Switch(config-if)# no udld fast-hello

インターフェイスで UDLD をディセーブルにします。

次が適用されます。

• 光ファイバ インターフェイスの場合、no udld port 
コマンドで、インターフェイスの設定が udld 
enable グローバル コンフィギュレーション コマン

ドで作成した設定に戻ります。

• UDLD と Fast UDLD の両方で、アグレッシブ 
UDLD モードが設定されている場合、 udld port 
aggressive コマンドを使用して、アグレッシブ モー

ドを明示的にディセーブルにする必要があります。

• 通常モードが設定されている場合、no udld port コ
マンドは、UDLD と Fast UDLD の両方をディセー

ブルにします。

インターフェイスで Fast UDLD をディセーブルにしま

す。インターフェイスは、Fast UDLD をイネーブルに

する前の UDLD の設定に戻ります。

ステップ 2 Switch# show udld interface 設定を確認します。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch(config-if)# udld port disable

Switch(config-if)# no udld fast-hello

光ファイバ インターフェイス上で UDLD をディセーブ

ルにし、インターフェイスのすべての UDLD、Fast 
UDLD の関連設定を削除します。

（注） すべての光ファイバ インターフェイスの UDLD 
をグローバルにイネーブルにできます。

インターフェイス上で UDLD をディセーブルにします。

これで、Fast UDLD をイネーブルにする前の UDLD の
設定に戻ります。

ステップ 2 Switch# show udld interface 設定を確認します。
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UDLD リンク ステータスの表示

UDLD プローブ メッセージ間隔のグローバルな設定

アドバタイズ モードにあり、現在双方向に設定されているポートで、UDLD プローブ メッセージの間

隔を設定するには、次の作業を行います。

インターフェイス単位の Fast UDLD プローブ メッセージ間隔の設定

アドバタイズ モードにあり、インターフェイス モードで現在双方向に設定されているポートで、Fast 
UDLD プローブ メッセージ間隔を設定するには、次の作業を行います。

ディセーブルになった LAN インターフェイスのリセット

UDLD によって errdisable ステートになったすべての LAN ポートをリセットするには、このコマンド

を使用します。

UDLD リンク ステータスの表示
UDLD によって報告されたリンク ステータスを確認するには、次のコマンドを入力します。

Switch# show udld neighbors

Port     Device Name   Device ID     Port ID    Neighbor State
----     -----------   ---------     -------    --------------
Gi1/33   FOX10430380     1            Gi1/33     Bidirectional

コマンド 目的

ステップ 1 Switch(config)# udld message time interval アドバタイズメント モードにあり、現在双方向と判別さ

れたポートにおける UDLD プローブ メッセージ間の時

間間隔を設定します。有効な値は、1 ～ 90 秒です。

（注） Cisco IOS Release 12.2(31)SGA 以前は、時間間

隔は 7 ～ 90 秒でした。Cisco IOS Release 
12.2(31)SGA では、時間間隔は 1 ～ 90 秒です。

no udld message コマンドでデフォルト値（15 秒）に戻

ります。

ステップ 2 Switch# show udld type-slot/interface 設定を確認します。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch(config)# udld fast-hello interval インターフェイス レベルで Fast UDLD プローブ メッ

セージ間隔を設定します。

ステップ 2 Switch# show udld fast-hello 
fasttype-slot/interface 

設定を確認します。

コマンド 目的

Switch(config)# udld reset UDLD と Fast UDLD によって errdisable ステートに

なったすべての LAN ポートをリセットします。
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Gi1/34   FOX10430380     1            Gi1/34     Bidirectional

UDLD によって報告された特定のリンクのステータスを確認するには、次のコマンドを入力します。

Switch# show udld g1/34
Interface Gi1/34
---
Port enable administrative configuration setting: Enabled / in aggressive mode
Port enable operational state: Enabled / in aggressive mode
Current bidirectional state: Bidirectional
Current operational state: Advertisement - Single neighbor detected
Message interval: 15000 ms
Time out interval: 5000 ms

Port fast-hello configuration setting: Disabled
Port fast-hello interval: 0 ms
Port fast-hello operational state: Disabled
Neighbor fast-hello configuration setting: Disabled
Neighbor fast-hello interval: Unknown

    Entry 1
    ---
    Expiration time: 43300 ms
    Cache Device index: 1
    Current neighbor state: Bidirectional
    Device ID: FOX10430380
    Port ID: Gi1/34
    Neighbor echo 1 device: FOX104303NL
    Neighbor echo 1 port: Gi1/34

    TLV Message interval: 15 sec
    No TLV fast-hello interval
    TLV Time out interval: 5
    TLV CDP Device name: Switch

Fast UDLD によって報告されたリンク ステータスを確認するには、次のコマンドを入力します。

Switch# show udld fast-hello
Total ports on which fast hello can be configured: 16
Total ports with fast hello configured: 3
Total ports with fast hello operational: 3
Total ports with fast hello non-operational: 0

Port-ID    Hello Neighbor-Hello Neighbor-Device Neighbor-Port Status
-------    ----- -------------- --------------- ------------- ------
Gi1/45     200   200            FOX104303NL     Gi1/45        Operational
Gi1/46     200   200            FOX104303NL     Gi1/46        Operational
Gi1/47     200   200            FOX104303NL     Gi1/47        Operational

Fast UDLD によって報告された特定のリンクのステータスを確認するには、次のコマンドを入力しま

す。

Switch# show udld fast-hello g1/33

Interface Gi1/33
---
Port enable administrative configuration setting: Enabled / in aggressive mode
Port enable operational state: Enabled / in aggressive mode
Current bidirectional state: Bidirectional
Current operational state: Advertisement - Single neighbor detected
Message interval: 200 ms
Time out interval: 5000 ms

Port fast-hello configuration setting: Enabled
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Port fast-hello interval: 200 ms
Port fast-hello operational state: Enabled
Neighbor fast-hello configuration setting: Enabled
Neighbor fast-hello interval: 200 ms

    Entry 1
    ---
    Expiration time: 500 ms
    Cache Device index: 1
    Current neighbor state: Bidirectional
    Device ID: FOX10430380
    Port ID: Gi1/33
    Neighbor echo 1 device: FOX104303NL
    Neighbor echo 1 port: Gi1/33

    TLV Message interval: 15
    TLV fast-hello interval: 200 ms
    TLV Time out interval: 5
    TLV CDP Device name: Switch
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単一方向イーサネットの設定

（注） 単一方向イーサネットは、Catalyst 4900M、Catalyst 4948E、Supervisor Engine 6-E、Supervisor 
Engine 6L-E、Supervisor Engine 7-E、Supervisor Engine 7L-E アップリンクではサポートされていま

せん。

この章では、Catalyst 4000 ファミリ スイッチ上で単一方向イーサネットを設定する手順について説明

します。この章の内容は、次のとおりです。

• 「単一方向イーサネットについて」（P.31-1）

• 「単一方向イーサネットの設定」（P.31-2）

（注） この章で使用するスイッチ コマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL で『Cisco 
Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』と関連資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products//hw/switches/ps4324/index.html

『Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』に掲載されていないコマンドについては、より詳

細な Cisco IOS ライブラリを参照してください。次の URL でCisco IOS コマンド リファレンスと関連

資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html

単一方向イーサネットについて
スタブレス GigabitEthernet ポートは、単方向のトラフィックを送信または受信するように設定できま

す。単一方向イーサネットでは、全二重ギガビット イーサネット ポート用に 2 つのファイバ ストラン

ドを使用するのではなく、ギガビット イーサネット ポートの単方向トラフィックの送信または受信に

ファイバ ストランドを 1 つだけ使用します。ギガビット イーサネット ポートをそれぞれ送信または受

信トラフィックに設定すると、ほとんどのトラフィックが無応答の単方向ビデオ ブロードキャスト ス
トリームであるような動画ストリーミングなどのアプリケーションで、トラフィック容量が 2 倍になり

ます。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html
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単一方向イーサネットの設定

（注） ポートの UDLD を自動的にディセーブルにするノンブロッキング ギガビット イーサネット ポート上

で単一方向イーサネットを設定する必要があります。

単一方向イーサネットをイネーブルにするには、次の作業を行います。

次に、インターフェイス GigabitEthernet 1/1 でトラフィックを単方向で送信するように設定する例を

示します。

Switch# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1 
Switch(config-if)# unidirectional send-only
Switch(config-if)# end

Warning!

Enable l2 port unidirectional mode will automatically disable port udld. 
You must manually ensure that the unidirectional link does not create 
a spanning tree loop in the network.

Enable l3 port unidirectional mode will automatically disable ip routing
on the port. You must manually configure static ip route and arp entry
in order to route ip traffic.

次に、インターフェイス GigabitEthernet 1/1 でトラフィックを単方向で受信するように設定する例を

示します。

Switch# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1 
Switch(config-if)# unidirectional receive-only
Switch(config-if)# end

Warning!

Enable l2 port unidirectional mode will automatically disable port udld. 
You must manually ensure that the unidirectional link does not create 
a spanning tree loop in the network.

コマンド 目的

ステップ 1 Switch(config)# interface {vlan vlan_ID | 
{fastethernet | gigabitethernet | 
tengigabitethernet} slot/interface | Port-channel 
number} 

設定するインターフェイスを選択します。

ステップ 2 Switch(config-if)# [no] unidirectional {send-only 
| receive-only} 

単一方向イーサネットをイネーブルにします。

単一方向イーサネットをディセーブルにするには、no 
キーワードを使用します。

ステップ 3 Switch(config-if)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 4 Switch# show interface {vlan vlan_ID | 
{fastethernet | gigabitethernet | 
tengigabitethernet} slot/interface} 
unidirectional

設定を確認します。
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Enable l3 port unidirectional mode will automatically disable ip routing
on the port. You must manually configure static ip route and arp entry
in order to route ip traffic.

次に、設定を確認する例を示します。

Switch> show interface gigabitethernet 1/1 unidirectional
  show interface gigabitethernet 1/1 unidirectional

Unidirectional configuration mode: send only
  CDP neighbor unidirectional configuration mode: receive only

次に、インターフェイス GigabitEthernet 1/1 上で単一方向イーサネットをディセーブルにする例を示

します。

Switch# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1 
Switch(config-if)# no unidirectional
Switch(config-if)# end

次の例は、単一方向イーサネットをサポートしないポートで show interface コマンドを入力した結果

を示しています。

Switch# show interface f6/1 unidirectional
Unidirectional Ethernet is not supported on FastEthernet6/1
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レイヤ 3 インターフェイスの設定

この章では、Catalyst 4500 シリーズ スイッチ上のレイヤ 3 インターフェイスについて説明します。設

定上の注意事項、設定手順、および設定例についても示します。

この章の主な内容は、次のとおりです。

• 「レイヤ 3 インターフェイスについて」（P.32-1）

• 「設定時の注意事項」（P.32-5）

• 「論理レイヤ 3 VLAN インターフェイスの設定」（P.32-6）

• 「レイヤ 3 インターフェイスとしての VLAN の設定」（P.32-7）

• 「物理レイヤ 3 インターフェイスの設定」（P.32-12）

• 「EIGRP スタブ ルーティングの設定」（P.32-13）

（注） この章で使用するスイッチ コマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL で『Cisco 
Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』と関連資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products//hw/switches/ps4324/index.html

『Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』に掲載されていないコマンドについては、より詳

細な Cisco IOS ライブラリを参照してください。次の URL でCisco IOS コマンド リファレンスと関連

資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html

レイヤ 3 インターフェイスについて
Catalyst 4500 ファミリ スイッチは、Cisco IOS Internet Protocol（IP）および IP ルーティング プロト

コルでレイヤ 3 インターフェイスをサポートしています。ネットワークレイヤであるレイヤ 3 は、主に

パケット内データの論理インターネットワーク パスへのルーティングを行います。

データ リンク レイヤであるレイヤ 2 は、物理レイヤ（レイヤ 1）を制御するプロトコルと、メディア

に伝送される前のデータのフレーミング方法が含まれています。LAN 上の 2 つのセグメント間でフ

レーム内のデータをフィルタリングおよび転送するレイヤ 2 の機能を、ブリッジングといいます。

Catalyst 4500 シリーズ スイッチは、2 種類のレイヤ 3 インターフェイスをサポートしています。論理

レイヤ 3 VLAN インターフェイスは、ルーティングとブリッジングの機能を統合します。

Catalyst 4500 シリーズ スイッチは、物理レイヤ 3 インターフェイスを使用して従来のルータのように

設定できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html
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レイヤ 3 インターフェイスについて

ここでは、次の内容について説明します。

• 「論理レイヤ 3 VLAN インターフェイス」（P.32-2）

• 「物理レイヤ 3 インターフェイス」（P.32-2）

• 「SVI 自動ステート除外の概要」（P.32-3）

• 「レイヤ 3 インターフェイス カウンタの概要」（P.32-3）

論理レイヤ 3 VLAN インターフェイス

論理レイヤ 3 VLAN インターフェイスは、レイヤ 2 スイッチ上の VLAN への論理ルーティング イン

ターフェイスとして機能します。従来のネットワークでは、ルータとスイッチ間の物理インターフェイ

スが VLAN 間ルーティングを実行する必要がありました。Catalyst 4500 シリーズ スイッチは単一の

Catalyst 4500 シリーズ スイッチでのルーティングとブリッジング機能を統合することで、VLAN 間
ルーティングをサポートします。

図 32-1では、従来のネットワークで 3 台の物理デバイスによって実行されていたルーティングとブ

リッジング機能が、どのようにして 1 台のCatalyst 4500 シリーズ スイッチ上で論理的に実行されてい

るかを示します。

図 32-1 Catalyst 4500 シリーズ スイッチの論理レイヤ 3 VLAN インターフェイス

物理レイヤ 3 インターフェイス

物理レイヤ 3 インターフェイスは、従来のルータに等しい機能をサポートします。これらのレイヤ 3 イ
ンターフェイスは、Catalyst 4500 シリーズ スイッチへの物理ルーティング インターフェイスをホスト

に提供します。

図 32-2 に、Catalyst 4500 シリーズ スイッチが従来のルータとして機能する例を示します。
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レイヤ 3 インターフェイスについて

図 32-2 Catalyst 4500 シリーズ スイッチの物理レイヤ 3 インターフェイス

SVI 自動ステート除外の概要

ルータ VLAN インターフェイスはアップ /アップ状態となるために、次の一般的な条件を満たす必要

があります。

• VLAN がスイッチの VLAN データベースに存在し、アクティブであること。

• VLAN インターフェイスがルータに存在し、管理上のダウン状態であること。

• 少なくとも 1 つのレイヤ 2（アクセス ポートまたはトランク）ポートが存在し、この VLAN 上で

リンクがアップ状態であり、VLAN でスパニングツリー フォワーディング ステートであること。

（注） 対応する VLAN リンクに属している 初のスイッチ ポートがアップし、スパニングツリー フォワー

ディング ステートになると、VLAN インターフェイスのプロトコル ライン ステートがアップします。

一般に、VLAN インターフェイスに複数のポートが存在する場合は、VLAN 内のすべてのポートがダ

ウンしたときに SVI がダウンします。VI 自動ステートは、SVI のアップまたはダウン判断時に考慮し

ないポートにマーキングするつまみととして機能し、そのポートでイネーブルになっているすべての 
VLAN に適用されます。

VLAN インターフェイスは、レイヤ 2 ポートでコンバージェンス（つまり、リスニングおよびラーニ

ングからフォワーディングへの移行）のための時間が経過後にアップします。これにより、ルーティン

グ プロトコルやその他の機能で VLAN インターフェイスがフル稼働可能であるかのように使用される

ことがなくなります。また、ブラック ホール ルーティングなどの別の問題が発生しないようにします。

レイヤ 3 インターフェイス カウンタの概要

（注） Catalyst 4900M、Catalyst 4948E、Supervisor Engine 6-E、Supervisor Engine 6L-E、Supervisor 
Engine 7-E、および Supervisor Engine 7L-E は、レイヤ 2 インターフェイス カウンタをサポートしま

せん。ただし、レイヤ 3（SVI）インターフェイス カウンタをサポートします。

Catalyst 4900M、Catalyst 4948E、Supervisor Engine 6-E、Supervisor Engine 6L-E、Supervisor 
Engine 7-E、および Supervisor Engine 7L-E で IPv4 および IPv6 を実行すると、パケットはフォワー

ディング エンジンによってハードウェアでルーティングされます。これらは、 大 4092 のインター

フェイスでルーティング パケットをカウントするために次の統計情報をサポートします。
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レイヤ 3 インターフェイスについて

• 入力ユニキャスト

• 入力マルチキャスト

• 出力ユニキャスト

• 出力マルチキャスト

各カウンタ タイプについて、パケット数および送受信される合計バイト数の両方がカウントされます。

IPv4 および IPv6 トラフィック用に、これらの統計情報を一意に収集できます。

サポートされているレイヤ 3 インターフェイスの総数がハードウェアでサポートされるカウンタ数を超

過するため、一部のレイヤ 3 インターフェイスにカウンタがないことがあります。レイヤ 3 インター

フェイスにカウンタを割り当てます。レイヤ 3 インターフェイスのデフォルト設定にはカウンタがあり

ません。

統計情報の収集は 4 つのいずれかの方法のインターフェイス レベルで設定できます（表 32-1 を参照）。

収集モードに応じてインターフェイスの 大数が設定に適用されます。

これらの設定済みモードを混合した場合のルールは次のとおりです。

（v4/v6/v4v6combined インターフェイスの数）+ 2*（v4v6separate インターフェイスの数）<= 4092

（注） レイヤ 3 インターフェイス カウンタをイネーブルにするには、インターフェイス モードで counter コ
マンドを入力する必要があります。手順については、「レイヤ 3 インターフェイス カウンタの設定」

（P.32-10）を参照してください。

ハードウェア カウンタは、次の例のように show interface コマンドの出力に表示されます。カウンタ

の設定があるときに更新されるカウンタ フィールドが強調表示されています。

Switch# show interface gi3/1
   GigabitEthernet3/1 is up, line protocol is up (connected)
     Hardware is Gigabit Ethernet Port, address is 001f.9e9e.f43f (bia 001f.9e9e.f43f)
     Internet address is 10.10.10.2/24
     MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec,
        reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
     Encapsulation ARPA, loopback not set
     Keepalive set (10 sec)
     Full-duplex, 1000Mb/s, link type is auto, media type is 10/100/1000-TX
     input flow-control is on, output flow-control is on
     Auto-MDIX on (operational: on)

表 32-1 統計情報収集ノードの設定

カウンタ モード

コンフィギュレーション 
CLI 機能 大

IPv4 のみ counter ipv4 IPv4 統計情報だけが収

集されます。

4092

IPv6 のみ counter ipv6 IPv6 統計情報だけが収

集されます。

4092

IPv4 と IPv6 の結合 counter IPv4 と IPv6 の両方の統

計情報が収集されます

が、合計としてのみ表

示されます。

4092

IPv4 および IPv6 を
個別

counter ipv4 ipv6 separate IPv4 と IPv6 の両方の統

計情報が収集され、個

別に表示できます。

2046
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設定時の注意事項

     ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
     Last input never, output never, output hang never
     Last clearing of "show interface" counters never
     Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
     Queueing strategy: fifo
     Output queue: 0/40 (size/max)
     5 minute input rate 53000 bits/sec, 122 packets/sec
     5 minute output rate 53000 bits/sec, 122 packets/sec
     L3 in Switched: ucast: 37522 pkt, 752892 bytes - mcast: 0 pkt, 0 bytes   <===== (A)
     L3 out Switched: ucast: 37522 pkt, 752892 bytes - mcast: 0 pkt, 0 bytes  <===== (B)
     IPv6 L3 in Switched: ucast: 24328 pkt, 145968 bytes - mcast: 0 pkt, 0 bytes  <==(C)
     IPv6 L3 out Switched: ucast: 24328 pkt, 145968 bytes - mcast: 0 pkt, 0 bytes <===(D)
        103639 packets input, 6632896 bytes, 0 no buffer
        Received 0 broadcasts (0 IP multicasts)
        0 runts, 0 giants, 0 throttles
        0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
        0 input packets with dribble condition detected
        103674 packets output, 6641715 bytes, 0 underruns
        0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets
        0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
        0 lost carrier, 0 no carrier
        0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

以前の設定の出力は、カウンタの設定によって決まります（表 32-2 を参照）。

設定時の注意事項
Catalyst 4500 シリーズ スイッチは、AppleTalk ルーティングおよび IPX ルーティングをサポートしま

す。AppleTalk ルーティングおよび IPX ルーティングについては、次の URL の『Cisco IOS AppleTalk 
and Novell IPX Configuration Guide』の「Configuring AppleTalk」および「Configuring Novell IPX」

を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/at/configuration/guide/12_4/atk_12_4_book.html

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/novipx/configuration/guide/config_novellipx_ps6350_TSD_Pro
ducts_Configuration_Guide_Chapter.html

（注） Catalyst 4900M、Catalyst 4948E、Supervisor Engine 6-E、Supervisor Engine 6L-E、Supervisor 
Engine 7-E、および Supervisor Engine 7L-E は、AppleTalk および IPX ルーティングをサポートしま

せん。

Catalyst 4500 シリーズ スイッチでは、サブインターフェイスも encapsulation キーワードもレイヤ 3 
ファスト イーサネット、ギガビット イーサネット、10 ギガビット イーサネットのインターフェイスで

はサポートされていません。

表 32-2 以前の設定で更新されるフィールドとカウンタの設定

カウンタの設定 更新されるフィールド

IPv4 のみ (A) および (B) のみ

IPv6 のみ (C) および (D) のみ

IPv4 と IPv6 の結合 (A) および (B) のみ

IPv4 および IPv6 を個別 IPv4 の場合 (A) および (B)

IPv6 の場合 (C) および (D)

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/at/configuration/guide/12_4/atk_12_4_book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/novipx/configuration/guide/config_novellipx_ps6350_TSD_Products_Configuration_Guide_Chapter.html
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論理レイヤ 3 VLAN インターフェイスの設定

（注） Cisco IOS ソフトウェアが稼働するすべてのレイヤ 3 インターフェイスと同様に、SVI に割り当てられ

る IP アドレスおよびネットワークは、スイッチ上の他のレイヤ 3 インターフェイスに割り当てられる

ものと重複できません。

論理レイヤ 3 VLAN インターフェイスの設定

（注） 論理レイヤ 3 VLAN インターフェイスを設定する前に、スイッチ上に VLAN を作成および設定し、レ

イヤ 2 インターフェイスに VLAN メンバーシップを割り当てる必要があります。また、IP ルーティン

グがディセーブルの場合は IP ルーティングをイネーブルにし、IP ルーティング プロトコルを指定する

必要があります。

論理レイヤ 3 VLAN インターフェイスを設定するには、次の作業を行います。

次に、論理レイヤ 3 VLAN インターフェイス VLAN 2 を設定し、IP アドレスを割り当てる例を示しま

す。

Switch> enable
Switch# config term
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)# vlan 2
Switch(config)# interface vlan 2
Switch(config-if)# ip address 10.1.1.1 255.255.255.248
Switch(config-if)# no shutdown
Switch(config-if)# end

次に、show interfaces コマンドを使用して、レイヤ 3 VLAN インターフェイス VLAN 2 のインター

フェイス IP アドレスの設定およびステータスを表示する例を示します。

Switch# show interfaces vlan 2
Vlan2 is up, line protocol is down
  Hardware is Ethernet SVI, address is 00D.588F.B604 (bia 00D.588F.B604)
  Internet address is 172.20.52.106/29
  MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec,
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set

コマンド 目的

ステップ 1 Switch(config)# vlan vlan_ID VLAN を作成します。

ステップ 2 Switch(config)# interface vlan vlan_ID 設定するインターフェイスを選択します。

ステップ 3 Switch(config-if)# ip address ip_address subnet_mask IP アドレスおよび IP サブネットを設定します。

ステップ 4 Switch(config-if)# no shutdown インターフェイスをイネーブルにします。

ステップ 5 Switch(config-if)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 6 Switch# copy running-config startup-config 設定の変更内容を不揮発性 RAM（NVRAM）に保

存します。

ステップ 7 Switch# show interfaces [type slot/interface] 
Switch# show ip interfaces [type slot/interface] 
Switch# show running-config interfaces [type 
slot/interface]
Switch# show running-config interfaces vlan vlan_ID

設定を確認します。
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レイヤ 3 インターフェイスとしての VLAN の設定

  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
  Last input never, output never, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue: 0/40 (size/max)
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
     Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
     0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 interface resets
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
Switch#

次に、show running-config コマンドを使用して、レイヤ 3 VLAN インターフェイス VLAN 2 のイン

ターフェイス IP アドレスの設定を表示する例を示します。

Switch# show running-config
Building configuration...

Current configuration : !
interface Vlan2
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.248
!
ip classless
no ip http server
!
!line con 0
line aux 0
line vty 0 4
!
end

レイヤ 3 インターフェイスとしての VLAN の設定
ここでは、次の内容について説明します。

• 「SVI 自動ステート除外の設定」（P.32-7）

• 「IP 大伝送単位（MTU）サイズの設定」（P.32-9）

• 「レイヤ 3 インターフェイス カウンタの設定」（P.32-10）

SVI 自動ステート除外の設定

（注） SVI 自動ステート除外機能は、デフォルトでイネーブルであり、STP ステートと同期しています。

SVI 自動ステート除外機能は、次のポート設定変更が発生した場合に、スイッチのレイヤ 3 インター

フェイスのシャットダウン（または起動）を行います。

• VLAN 上の 後のポートがダウンすると、その VLAN 上のレイヤ 3 インターフェイスがシャット

ダウンします（SVI 自動ステート）。

• VLAN 上の 初のポートが立ち上がった状態に戻り、それまでシャットダウンしていた VLAN 上
のレイヤ 3 インターフェイスが立ち上がる場合。
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レイヤ 3 インターフェイスとしての VLAN の設定

SVI 自動ステート除外では、SVI のステータス（アップまたはダウン）を定義する際にアクセス ポー

トおよびトランクを、それが同じ VLAN に属する場合でも除外できます。除外されたアクセス ポート

およびトランクがアップ状態であり、VLAN 内の別のポートがダウン状態であるなら、SVI ステート

はダウンに変更されます。

SVI ステートをアップ状態にするには、VLAN のうち少なくとも 1 つのポートがアップ状態で除外さ

れていない必要があります。このアクションは、SVI ステータスの判定時にモニタリング ポート ス
テータスを除外するのに役立ちます。

SVI 自動ステート除外を適用するには、次の作業を行います。

次に、インターフェイス g3/1 に SVI 自動ステート除外を適用する例を示します。

Switch# conf terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)# interface g3/1
Switch(config-if)# switchport autostate exclude 
Switch(config-if)# end
Switch# show run int g3/4 
Building configuration...

Current configuration : 162 bytes
!
interface GigabitEthernet3/4
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport trunk allowed vlan 2,3
 switchport autostate exclude                                  <=====
 switchport mode trunk
end

Switch# show int g3/4 switchport
Name: Gi3/4
Switchport: Enabled
Administrative Mode: trunk
Operational Mode: trunk
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q Operational Trunking Encapsulation: dot1q 
Negotiation of Trunking: On Access Mode VLAN: 1 (default) Trunking Native Mode VLAN: 1 
(default) Administrative Native VLAN tagging: enabled Voice VLAN: none Administrative 
private-vlan host-association: none Administrative private-vlan mapping: none 
Administrative private-vlan trunk native VLAN: none Administrative private-vlan trunk 
Native VLAN tagging: enabled Administrative private-vlan trunk encapsulation: dot1q 
Administrative private-vlan trunk normal VLANs: none Administrative private-vlan trunk 
associations: none Administrative private-vlan trunk mappings: none Operational 
private-vlan: none Trunking VLANs Enabled: 2,3 Pruning VLANs Enabled: 2-1001 Capture Mode 
Disabled Capture VLANs Allowed: ALL
Autostate mode exclude                                     <======

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま

す。

ステップ 2 Switch(config)# interface interface-id インターフェイス コンフィギュレーション モードを開

始します。

ステップ 3 Switch(config-if)# switchport autostate exclude SVI のステータス（アップまたはダウン）を定義する

際にアクセス ポートとトランクを除外します。

ステップ 4 Switch(config)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 5 Switch# show run interface 実行コンフィギュレーションを表示します。

ステップ 6 Switch# show interface switchport 設定を確認します。
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Unknown unicast blocked: disabled
Unknown multicast blocked: disabled
Appliance trust: none
Switch#

IP 大伝送単位（MTU）サイズの設定

インターフェイスから送信された IPv4 パケットまたは IPv6 パケットの 大伝送単位（MTU）サイズ

をプロトコルごとに設定できます。

MTU の制限事項については、「 大伝送単位」（P.26）を参照してください。

（注） インターフェイスにプロトコルに限定されない MTU 値を設定するには、mtu インターフェイス コン

フィギュレーション コマンドを使用します。MTU 値の（mtu インターフェイス コンフィギュレー

ション コマンドを使用した）変更は、IP MTU 値に影響を与えます。IP MTU 値と MTU 値が一致して

いるときに MTU 値を変更すると、IP MTU 値が新しい MTU と一致するよう自動的に変更されます。

ただし、逆の場合は同様ではありません。IP MTU 値を変更しても mtu コマンドの値には影響があり

ません。

MTU サイズの設定については、「MTU サイズの設定」（P.28）を参照してください。

インターフェイスから送信された IPv4 パケットまたは IPv6 パケットの 大伝送単位（MTU）サイズ

をプロトコルごとに設定するには、次の作業を行います。

次の例では、インターフェイスに IPv4 MTU を設定する方法を示します。

Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.End with CNTL/Z.
Switch(config)# interface vlan 1
Switch(config-if)# ip mtu 68
Switch(config-if)# exit
Switch(config)# end
Switch# show ip interface vlan 1
Vlan1 is up, line protocol is up
  Internet address is 10.10.10.1/24
  Broadcast address is 255.255.255.255

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま

す。

ステップ 2 Switch(config)# interface interface-id インターフェイス コンフィギュレーション モードを開

始します。

ステップ 3 Switch(config-if)# [no] ip mtu mtu_size
or
Switch(config-if)# [no] ipv6 mtu mtu_size

IPv4 MTU サイズを設定します。

IPv6 MTU サイズを設定します。

このコマンドの no 形式を使用すると、デフォルトの 
MTU サイズ（1500 バイト）に戻ります。

ステップ 4 Switch(config-if)# exit インターフェイス コンフィギュレーション モードを終

了します。

ステップ 5 Switch(config)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 6 Switch# show run interface interface-id 実行コンフィギュレーションを表示します。
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  Address determined by setup command
  MTU is 68 bytes
  Helper address is not set
.........................(continued)

次に、インターフェイスで IPv6 MTU を設定する例を示します。

Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.End with CNTL/Z.
Switch(config)# interface vlan 1
Switch(config-if)# ipv6 mtu 1280
Switch(config)# end

次に、設定を確認する例を示します。

Switch# show ipv6 interface vlan 1
Vlan1 is up, line protocol is up
  IPv6 is enabled, link-local address is FE80::214:6AFF:FEBC:DEEA 
  Global unicast address(es):
    1001::1, subnet is 1001::/64 
  Joined group address(es):
    FF02::1
    FF02::1:FF00:1
    FF02::1:FFBC:DEEA
  MTU is 1280 bytes
...................(continued)

（注） いずれかの CLI コマンドを使用して IPv6 がインターフェイス上でイネーブルにされている場合、次の

メッセージが表示されることがあります。

% Hardware MTU table exhausted 

この場合、ハードウェアでプログラムされている IPv6 MTU 値は、IPv6 インターフェイス MTU 値と

は異なります。この状況は、追加の値を保存する余裕がハードウェア MTU テーブルにない場合に発生

します。使用していない MTU 値の設定を解除することでテーブル内のスペースを空けてから、イン

ターフェイスで IPv6 をディセーブルにして再度イネーブルにするか、MTU 設定を再度適用します。

レイヤ 3 インターフェイス カウンタの設定

（注） Catalyst 4900M、Catalyst 4948E、Supervisor Engine 6-E、Supervisor Engine 6L-E、Supervisor 
Engine 7-E、および Supervisor Engine 7L-E は、レイヤ 2 インターフェイス カウンタをサポートしま

せん。

レイヤ 3 インターフェイス カウンタを設定する（カウンタをレイヤ 3 インターフェイスに割り当てる）

には、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま

す。

ステップ 2 Switch(config)# interface interface-id インターフェイス コンフィギュレーション モードを開

始します。
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次に、インターフェイス VLAN 1 のカウンタをイネーブルにする例を示します。

Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.End with CNTL/Z.
Switch(config)# interface vlan 1
Switch(config-if)# counter ipv4
Switch(config-if)# end
Switch#
00:17:15: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Switch# show run interface vlan 1
Building configuration...

Current configuration : 63 bytes
!
interface Vlan1
 ip address 10.0.0.1 255.0.0.0
 counter ipv4
end

（注） カウンタを削除するには、no counter コマンドを使用します。

すでにカウンタの 大数を割り当てている場合は、counter コマンドは失敗し、エラー メッセージが

表示されます。

Switch# config terminal
Enter configuration commands, one per line.End with CNTL/Z.
Switch(config)# interface fa3/2
Switch(config-if)# no switchport
Switch(config-if)# counter ipv6
 Counter resource exhausted for interface fa3/2
Switch(config-if)# end
Switch#
00:24:18: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

この場合、別のインターフェイスのカウンタを解放して新しいインターフェイスが使用できるようにす

る必要があります。

ステップ 3 Switch(config-if)# counter {ipv4 | ipv6 | ipv4 
ipv6 separate>

カウンタをイネーブルにします。

counter：IPv4 および IPv6 統計情報の収集をイネーブ

ルにして合計として表示します

counter ipv4：IPv4 統計情報のみの収集をイネーブル

にします

counter ipv6：IPv6 統計情報のみの収集をイネーブル

にします

counter ipv4 ipv6 separate：IPv4 および IPv6 統計情

報の収集をイネーブルにして個別に表示します

ステップ 4 Switch(config)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 5 Switch# show run interface interface-id 実行コンフィギュレーションを表示します。

コマンド 目的
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物理レイヤ 3 インターフェイスの設定

（注） 物理レイヤ 3 インターフェイスを設定する前に、IP ルーティングがディセーブルの場合は IP ルーティ

ングをイネーブルにし、IP ルーティング プロトコルを指定する必要があります。

物理層 3 インターフェイスを設定するには、次の作業を行います。

次に、ファスト イーサネット インターフェイス 2/1 に IP アドレスを設定する例を示します。

Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)# ip routing
Switch(config)# interface fastethernet 2/1
Switch(config-if)# no switchport
Switch(config-if)# ip address 10.1.1.1 255.255.255.248
Switch(config-if)# no shutdown
Switch(config-if)# end
Switch#

次に、show running-config コマンドを使用して、ファスト イーサネット インターフェイス 2/1 のイ

ンターフェイス IP アドレスの設定を表示する例を示します。

Switch# show running-config
Building configuration...
!
interface FastEthernet2/1
 no switchport
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.248
!
…
ip classless
no ip http server
!
!

コマンド 目的

ステップ 1 Switch(config)#ip routing IP ルーティングをイネーブルにします（ディセーブルに

なっている場合のみ必要）。

ステップ 2 Switch(config)# interface {fastethernet | 
gigabitethernet | tengigabitethernet} slot/port} 
| {port-channel port_channel_number}

設定するインターフェイスを選択します。

ステップ 3 Switch(config-if)#no switchport このポートを物理レイヤ 2 ポートから物理レイヤ 3 ポー

トに変換します。

ステップ 4 Switch(config-if)# ip address ip_address 
subnet_mask 

IP アドレスおよび IP サブネットを設定します。

ステップ 5 Switch(config-if)# no shutdown インターフェイスをイネーブルにします。

ステップ 6 Switch(config-if)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 7 Switch# copy running-config startup-config 設定の変更内容を不揮発性 RAM（NVRAM）に保存し

ます。

ステップ 8 Switch# show interfaces [type slot/interface] 
Switch# show ip interfaces [type slot/interface] 
Switch# show running-config interfaces [type 
slot/interface]

設定を確認します。
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line con 0
line aux 0
line vty 0 4
!
end

EIGRP スタブ ルーティングの設定
ここでは、次の内容について説明します。

• 「EIGRP スタブ ルーティングについて」（P.32-13）

• 「EIGRP スタブ ルーティングの設定」（P.32-14）

• 「EIGRP のモニタリングおよびメンテナンス」（P.32-20）

• 「EIGRP の設定例」（P.32-20）

EIGRP スタブ ルーティングについて

EIGRP スタブ ルーティング機能は、すべてのイメージで使用でき、エンド ユーザの近くにルーテッド 
トラフィックを移動することでリソースの利用率を低減させます。

IP ベース イメージには EIGRP スタブ ルーティングだけが含まれています。IP サービス イメージに

は、完全な EIGRP ルーティングが含まれています。

EIGRP スタブ ルーティングを使用するネットワークでは、IP トラフィックがユーザに到達するには、

ルート EIGRP スタブ ルーティングを設定しているスイッチを通過する必要があります。スイッチは、

ユーザ インターフェイスとして設定されているインターフェイスまたは他のデバイスに接続されてい

るインターフェイスにルーテッド トラフィックを送信します。

EIGRP スタブ ルーティングを使用する場合、EIGRP を使用するように、ディストリビューション ス
イッチおよびリモート スイッチを設定し、さらにスイッチだけをスタブとして設定する必要がありま

す。指定したルートだけがスイッチから伝播されます。スイッチは、サマリー、接続ルート、および

ルーティング アップデートに対するすべてのクエリーに応答します。

スタブであることを通知するパケットを受信するネイバーは、スタブ スイッチに対してルートのクエ

リーを実行せず、スタブ ピアを持つスイッチはそのピアに対するクエリーを実行しません。スタブ ス
イッチは、ディストリビューション スイッチによってすべてのピアに適切なアップデートを送信しま

す。

図 32-3 では、スイッチ B が EIGRP スタブ スイッチとして設定されています。スイッチ A および C は
残りの WAN に接続されています。スイッチ B は、接続ルート、スタティック ルート、再配布ルート、

集約ルートをスイッチ A および C からホスト A、B、および C にアドバタイズします。スイッチ B は、

スイッチ A から学習したルートをアドバタイズしません（逆の場合も同様です）。
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図 32-3 EIGRP スタブ スイッチの構成

EIGRP スタブ ルーティングの詳細については、『Cisco IOS IP Configuration Guide, Volume 2 of 3: 
Routing Protocols, Release 12.2』の「Configuring EIGRP Stub Routing」を参照してください。

EIGRP スタブ ルーティングの設定

EIGRP スタブ ルーティング機能は、ネットワークの安定性を高め、リソース利用率を抑え、スタブ ス
イッチ構成を簡素化します。

スタブ ルーティングは、一般的に、ハブ アンド スポーク型のネットワーク トポロジで使用されます。

ハブアンドスポーク ネットワークでは、1 つ以上のエンド（スタブ）ネットワークが 1 台のリモート 
スイッチ（スポーク）に接続され、そのリモート ルータは 1 つ以上のディストリビューション スイッ

チ（ハブ）に接続されています。リモート スイッチは 1 つまたは複数のディストリビューション ス
イッチにのみ隣接します。IP トラフィックがリモート スイッチに到達する唯一のルートは、ディスト

リビューション スイッチを経由するものです。このタイプの構成は、一般的に、ディストリビュー

ション スイッチが直接 WAN に接続している WAN トポロジで使用されています。ディストリビュー

ション スイッチは多くのリモート スイッチに接続できます。ディストリビューションが 100 台以上の

リモート ルータに接続されていることがよくあります。ハブ アンド スポーク型トポロジでは、リモー

ト ルータがすべての非ローカル トラフィックをディストリビューション ルータに転送する必要があり

ます。これにより、リモート ルータが完全なルーティング テーブルを保持する必要はなくなります。

一般に、ディストリビューション ルータはデフォルト ルート以外の情報をリモート ルータに送信する

必要はありません。

EIGRP スタブ ルーティング機能を使用する場合、EIGRP を使用するように、ディストリビューション 
ルータおよびリモート ルータを設定し、さらにリモート ルータだけをスタブとして設定する必要があ

ります。指定されたルートのみが、リモート（スタブ）ルータから伝播されます。スタブ ルータは、

サマリー、接続ルート、再配布されたスタティック ルート、外部ルート、内部ルートに対するクエ

リーのすべてに、「アクセスできない」メッセージで対応します。スタブとして設定されたルータは、

すべての隣接ルータに特別なピア情報パケットを送信して、自身のスタブ ルータとしての状態を報告

します。

スタブ ルータの状態を通知するパケットを受信した隣接ルータは、ルートについてはスタブ ルータに

照会しません。また、スタブ ピアを持つルータは、そのピアについては照会しません。スタブ ルータ

は、ディストリビューション ルータに依存して適切なアップデートをすべてのピアに送信します。

図 32-4 は、単純なハブ アンド スポーク型設定を示します。

 A  B

 B A

WAN 
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 C
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図 32-4 単純なハブ アンド スポーク ネットワーク

スタブ ルーティング機能は、ルートがリモート ルータにアドバタイズされるのを防ぐことはありませ

ん。図 32-4 の例では、リモート ルータはディストリビューション ルータだけを使用して企業ネット

ワークおよびインターネットにアクセスできます。この例では、企業ネットワークとインターネットへ

のパスが常にディストリビューション ルータを使用するため、リモート ルータ上に完全なルート テー

ブルを持つことに何の意味もありません。より大きいルート テーブルでは、リモート ルータに必要な

メモリ量が減るだけです。帯域幅とメモリは、ディストリビューション ルータのルートを集約および

フィルタリングすることによって節約できます。リモート ルータは、宛先に関わりなく、ディストリ

ビューション ルータにすべての非ローカル トラフィックを送信する必要があるため、他のネットワー

クから学習されたルートを受け取る必要がありません。真のスタブ ネットワークが望ましい場合、

ディストリビューション ルータはリモート ルータにデフォルト ルートだけを送信するように設定する

必要があります。EIGRP スタブ ルーティング機能では、ディストリビューション ルータでのサマライ

ズは自動的にはイネーブルにされません。ほとんどの場合、ネットワーク管理者が、ディストリビュー

ション ルータにサマライズを設定する必要があります。

（注） ディストリビューション ルータがリモート ルータにデフォルト ルートだけを送信するように設定する

場合、リモート ルータで ip classless コマンドを使用する必要があります。デフォルトでは、ip 
classless コマンドは、EIGRP スタブ ルーティング機能をサポートするすべての Cisco IOS イメージで

イネーブルになっています。

スタブ機能がない場合、ディストリビューション ルータからリモート ルータに送信されたルートが

フィルタリングまたはサマライズされた後でも、問題が発生することがあります。企業ネットワーク内

でルートが失われると、EIGRP はクエリーをディストリビューション ルータに送信することがありま

す。ルートがサマライズされている場合でも、ディストリビューション ルータが代わりにリモート 
ルータにクエリーを送信します。WAN リンクを使用したディストリビューション ルータとリモート 
ルータ間の通信に問題がある場合、EIGRP Stuck In Active（SIA）状態が発生し、ネットワークのどこ

かで不安定になる可能性があります。EIGRP スタブ ルーティング機能を使用すると、ネットワーク管

理者は、クエリーがリモート ルータに送信されないようにできます。

デュアルホーム接続リモート トポロジ

リモート ルータを単一のディストリビューション ルータに接続する簡単なハブ アンド スポーク型ネッ

トワーク以外に、リモート ルータを複数のディストリビューション ルータにデュアルホーム接続でき

ます。この構成では冗長性が増し、一意性の問題が生じますが、スタブ機能がこれらの問題の対処に役

立ちます。

10.1.1.0/24

46
09

4
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デュアルホーム接続リモート ルータには、複数のディストリビューション ルータ（ハブ）が組み込ま

れています。ただし、スタブ ルーティングの原理はハブ アンド スポーク型トポロジの場合と同じで

す。図 32-5 にリモート ルータを 1 つ使用した一般的なデュアルホーム接続リモート トポロジを示して

いますが、ディストリビューション ルータ 1 とディストリビューション ルータ 2 の同じインターフェ

イスに 100 以上のルータを接続できます。リモート ルータは、その宛先に到達するために 適なルー

トを使用します。ディストリビューション ルータ 1 に障害が発生した場合、リモート ルータはディス

トリビューション ルータ 2 を使用して企業ネットワークに到達できます。

図 32-5 単純なデュアルホーム接続リモート トポロジ

図 32-5 に、リモート ルータ 1 つとディストリビューション ルータ 2 つから構成される簡単なデュアル

ホーム接続リモートを示します。いずれのディストリビューション ルータも企業ネットワークとスタ

ブ ネットワーク 10.1.1.0/24 へのルートを維持します。

デュアルホーム接続ルーティングによって、EIGRP ネットワークが不安定になる場合があります。

図 32-6 では、ディストリビューション ルータ 1 はネットワーク 10.3.1.0/24 に直接接続しています。

ディストリビューション ルータ 1 上で集約またはフィルタリングが適用された場合は、そのルータが、

直接接続されているすべての EIGRP ネイバー（ディストリビューション ルータ 2 とリモート ルータ）

にネットワーク 10.3.1.0/24 をアドバタイズします。

 1

 2

10.1.1.0/24

46
09

6



32-17
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-25340-01-J

第 32 章      レイヤ 3 インターフェイスの設定

EIGRP スタブ ルーティングの設定

図 32-6 ディストリビューション ルータ 1 を 2 つのネットワークに接続したデュアルホーム接続リモート 
トポロジ

図 32-6 に、ディストリビューション ルータ 1 をネットワーク 10.3.1.0/24 とネットワーク 10.2.1.0/24 
の両方に接続した単純なデュアルホーム接続リモート ルータを示します。

ディストリビューション ルータ 1 とディストリビューション ルータ 2 間の 10.2.1.0/24 リンクに障害が

発生した場合、ディストリビューション ルータ 2 からネットワーク 10.3.1.0/24 までの 低コスト パス

はリモート ルータの使用です（図 32-7 を参照）。それまで企業ネットワーク 10.2.1.0/24 を通過してい

たトラフィックが、今度は帯域幅の非常に低い接続に送信されるため、このルートは望ましくありませ

ん。低帯域幅 WAN 接続の利用率が高くなりすぎると、企業ネットワーク全体に影響するような多くの

問題の原因になります。リモート ルータを使用して通過する低帯域幅ルートの利用によって、WAN 
EIGRP ディストリビューション ルータがドロップする場合があります。ディストリビューションおよ

びリモート ルータのシリアル回線もドロップし、ディストリビューションおよびコア ルータで EIGRP 
SIA エラーが発生する可能性があります。

10.3.1.0/24
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図 32-7 ディストリビューション ルータへのルートに障害が発生したデュアルホーム接続リモート トポ

ロジ

ディストリビューション ルータ 2 からのトラフィックがネットワーク 10.3.1.0/24 に到達するために、

リモート ルータを通過するのは望ましくありません。リンクが負荷を処理できるサイズであれば、

バックアップ ルートの 1 つを使用することもできます。ただし、このタイプのほとんどのネットワー

クは、リモート ルータをリンク速度が比較的遅いリモート オフィスに配置しています。この問題は、

ディストリビューション ルータとリモート ルータで適切な集約が設定されていれば防ぐことができま

す。

通常、ディストリビューション ルータからのトラフィックが中継パスとしてリモート ルータを使用す

るのは不適切です。ディストリビューション ルータからリモート ルータへの一般的な接続は、ネット

ワーク コアにおける接続よりも帯域幅が相当低くなります。中継パスとして接続帯域幅に限りがある

リモート ルータを使用した場合、一般にリモート ルータに過度の輻輳が生じます。EIGRP スタブ ルー

ティング機能は、リモート ルータがディストリビューション ルータにコア ルートをアドバタイズしな

いようにしてこの問題を防ぎます。ディストリビューション ルータ 1 を通じてリモート ルータが学習

したルートは、ディストリビューション ルータ 2 にアドバタイズされません。リモート ルータはディ

ストリビューション ルータ 2 にコア ルートをアドバタイズしないため、ディストリビューション ルー

タはネットワーク コアに向けられたトラフィック用の中継点としてリモート ルータを使用しません。

EIGRP スタブ ルーティング機能は、ネットワークの安定性を高めるのに役立ちます。ネットワークが

不安定になったときに、EIGRP クエリーが非中継ルータへの制限された帯域幅リンクを介して送信さ

れるのを防ぎます。代わりに、スタブ ルータの接続先のディストリビューション ルータがスタブ ルー

タに代わってクエリーに応答します。この機能により、輻輳している、または問題のある WAN リンク

によってネットワークが不安定になる可能性が低減されます。また EIGRP スタブ ルーティング機能

は、ハブアンドスポーク型ネットワークの設定とメンテナンスを簡易化します。スタブ ルーティング

をデュアルホーム接続のリモート設定でイネーブルにすると、リモート ルータがハブ ルータへの中継

パスとして表示されないようにリモート ルータでフィルタリングを設定する必要がなくなります。

注意 EIGRP スタブ ルーティングはスタブ ルータだけで使用します。スタブ ルータは、コア トラフィッ

クが通過しない、ネットワーク コアまたはディストリビューション レイヤに接続されたルータで

す。スタブ ルータがディストリビューション ルータ以外の EIGRP ネイバーを持つことはできませ

ん。この制限を無視すると、望ましくない動作が発生します。

10.3.1.0/24

 1

 2

10
.2

.1
.0

/2
4 10.1.1.0/24

X

46
09

3



32-19
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-25340-01-J

第 32 章      レイヤ 3 インターフェイスの設定

EIGRP スタブ ルーティングの設定

（注） ATM、イーサネット、フレーム リレー、ISDN PRI、X.25 などのマルチアクセス インターフェイス

は、そのインターフェイス上のすべてのルータ（ハブ以外）がスタブ ルータとして設定されている場

合にだけ、EIGRP スタブ ルーティング機能によってサポートされます。

EIGRP スタブ ルーティングの設定作業

ここでは、EIGRP スタブ ルーティングを設定するために実行する作業について説明します。 初に説

明する作業は必須で、 後の作業は任意です。

• EIGRP スタブ ルーティングの設定（必須）

• EIGRP スタブ ルーティングの確認（任意）

EIGRP スタブ ルーティングの設定

EIGRP スタブ ルーティングのリモート ルータまたはスポーク ルータを設定するには、次の作業を行い

ます。

EIGRP スタブ ルーティングの確認

リモート ルータが、EIGRP でのスタブ ルータとして設定されていることを確認するには、特権 EXEC 
モードのディストリビューション ルータから show ip eigrp neighbor detail コマンドを使用します。

出力の 後の行は、リモート ルータまたはスポーク ルータのスタブ ステータスを示します。次の例

は、show ip eigrp neighbor detail コマンドの出力を示します。

Switch# show ip eigrp neighbor detail

コマンド 目的

ステップ 1 Switch(config)# router eigrp 1 EIGRP プロセスを実行するリモート ルータまた

はディストリビューション ルータを設定します。

ステップ 2 Switch(config-router)# network network-number EIGRP ディストリビューション ルータのネット

ワーク アドレスを指定します。

ステップ 3 Switch(config-router)# eigrp stub [receive-only | 
connected | static | summary | redistributed]

リモート ルータを EIGRP スタブ ルータとして設

定します。

receive-only キーワードは、受信専用ネイバーと

してルータを設定します。

connected キーワードは、接続されたルートをア

ドバタイズします。

static キーワードは、スタティック ルートをアド

バタイズします。

summary キーワードは、サマリー ルートをアド

バタイズします。

redistributed キーワードは、他のダイナミック 
ルーティング プロトコルから再配布されたルート

を送信できるようにします。

（注） redistribute コマンドで他のルーティング 
プロセスからルートを再配布する必要が

まだあります。
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IP-EIGRP neighbors for process 1
H   Address                 Interface   Hold Uptime   SRTT   RTO  Q  Seq Type
                                        (sec)         (ms)       Cnt Num
0   10.1.1.2                Se3/1         11 00:00:59    1  4500  0  7   
   Version 12.1/1.2, Retrans: 2, Retries: 0
   Stub Peer Advertising ( CONNECTED SUMMARY ) Routes

EIGRP のモニタリングおよびメンテナンス

ネイバー テーブルからネイバーを削除するには、次のコマンドを使用します。

各種のルーティング統計情報を表示するには、次のコマンドを使用します。

EIGRP の設定例

ここでは、次の例を示します。

• ルート集約の例

• ルート認証の例

• スタブ ルーティングの例

ルート集約の例

次に、自動サマライズをディセーブルにして、EIGRP がネットワーク 10.0.0.0 をイーサネット イン

ターフェイス 0 のみに集約する例を示します。

interface Ethernet 0
ip summary-address eigrp 1 10.0.0.0 255.0.0.0

!
router eigrp 1
network 172.16.0.0
no auto-summary

コマンド 目的

Switch# clear ip eigrp neighbors [ip-address | 
interface] 

ネイバー テーブルからネイバーを削除します。

コマンド 目的

Switch# show ip eigrp interfaces [interface] [as-number] EIGRP に設定されているインターフェイスに関する

情報を表示します。

Switch# show ip eigrp neighbors [type|number|static] EIGRP によって検出されたネイバーを表示します。

Switch# show ip eigrp topology [autonomous-system-number | 
[[ip-address] mask]]

指定されたプロセスの EIGRP トポロジ テーブルを

表示します。

Switch# show ip eigrp traffic [autonomous-system-number] すべてまたは指定された EIGRP プロセスの送受信パ

ケット数を表示します。
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（注） ip summary-address eigrp コマンドを使用してインターフェイスからのデフォルト ルート（0.0.0.0）
を生成しないでください。アドミニストレーティブ ディスタンス 5 で null 0 インターフェイスに対し

て、EIGRP サマリー デフォルト ルートが作成されるからです。このデフォルト ルートのアドミニスト

レーティブ ディスタンスの値が小さいと、ルーティング テーブル内の他のネイバーから学習されたデ

フォルト ルートにこのルートが置き換えられてしまうことがあります。ネイバーから学習されたデ

フォルト ルートがサマリー デフォルト ルートによって置き換えられた場合、またはサマリー ルートが

唯一のデフォルト ルートの場合、デフォルト ルートを宛先とするトラフィックすべてがルータから出

るわけではありません。代わりに、このトラフィックは null 0 インターフェイスに送信されて、そこで

ドロップされます。

所定のインターフェイスからのデフォルト ルートだけを送信するようにするには、distribute-list コマ

ンドを使用することを推奨します。このコマンドを設定して、インターフェイスから送信されるデフォ

ルト（0.0.0.0）以外のすべての発信ルート アドバタイズメントをフィルタリングできます。

ルート認証の例

次の例では、自律システム 1 で EIGRP パケットの MD5 認証をイネーブルにします。

ルータ A 
interface ethernet 1
ip authentication mode eigrp 1 md5
ip authentication key-chain eigrp 1 holly

key chain holly
key 1
key-string 0987654321
accept-lifetime 04:00:00 Dec 4 1996 infinite
send-lifetime 04:00:00 Dec 4 1996 04:48:00 Dec 4 1996

exit
key 2
key-string 1234567890
accept-lifetime 04:00:00 Dec 4 1996 infinite
send-lifetime 04:45:00 Dec 4 1996 infinite

ルータ B
interface ethernet 1
ip authentication mode eigrp 1 md5
ip authentication key-chain eigrp 1 mikel

key chain mikel
key 1
key-string 0987654321
accept-lifetime 04:00:00 Dec 4 1996 infinite
send-lifetime 04:00:00 Dec 4 1996 infinite

exit
key 2
key-string 1234567890
accept-lifetime 04:00:00 Dec 4 1996 infinite
send-lifetime 04:45:00 Dec 4 1996 infinite

ルータ A は、キー 1 のすべての EIGRP パケットを受け取り、MD5 ダイジェストの確認を試みます。

また、キー 2 のパケットも受け取ります。その他の MD5 パケットはすべてドロップされます。ルータ 
A は、キー 2 を含むすべての EIGRP パケットを送信します。

ルータ B は、キー 1 またはキー 2 を受け取って、キー 1 を送信します。このシナリオでは、MD5 が認

証します。
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スタブ ルーティングの例

eigrp stub コマンドでスタブとして設定されたルータは、デフォルトで接続および集約ルーティング情

報をすべての隣接ルータと共有します。この動作を変更する場合、eigrp stub コマンドで 4 つのオプ

ション キーワードを使用できます。

• receive-only

• connected

• static

• summary

ここでは、eigrp stub コマンドのすべての形式の設定例を示します。eigrp stub コマンドはいくつかの

オプションを指定して変更できます。これらのオプションは、receive-only キーワードを除いて、どの

ような組み合わせも可能です。receive-only キーワードは、ルータがその EIGRP 自律システム内の他

のルータとどのルートも共有しないように制限します。また、receive-only キーワードは、あらゆる種

類のルートの送信を阻止するため、他のオプションと併用できません。他の 3 つのオプション キー

ワード（connected、static、および summary）は、どのように組み合わせても使用できますが、

receive-only キーワードと一緒には使用できません。この 3 つのキーワードのいずれかを eigrp stub コ
マンドで使用した場合は、接続ルートと集約ルートが自動的に送信されません。

connected キーワードは、EIGRP スタブ ルーティング機能による接続ルートの送信を許可します。接

続ルートがネットワーク文で扱われない場合、EIGRP プロセスで redistribute connected コマンドを

使用して接続ルートを再配布する必要が生じる場合があります。このオプションは、デフォルトでイ

ネーブルです。

static キーワードは、EIGRP スタブ ルーティング機能によるスタティック ルートの送信を許可しま

す。static キーワードを指定しない場合、EIGRP は、通常は自動的に再配布される内部スタティック 
ルートを含むスタティック ルートを送信しません。redistribute static コマンドを使用してスタティッ

ク ルートを再配布する必要もあります。

summary キーワードは、EIGRP スタブ ルーティング機能によるサマリー ルートの送信を許可します。

集約ルートは、summary address コマンドを使用して手動で作成することもでき、auto-summary コ
マンドをイネーブルにしてメジャー ネットワークの境界ルータで自動的に作成することもできます。

このオプションは、デフォルトでイネーブルです。

次に、接続および集約ルートをアドバタイズするスタブとしてルータを設定するために eigrp stub コマ

ンドが使用する例を示します。

router eigrp 1
network 10.0.0.0
eigrp stub

次に、接続およびスタティック ルート（集約ルートの送信は禁止）をアドバタイズするスタブとして

ルータを設定するために eigrp stub connected static コマンドを使用する例を示します。

router eigrp 1
network 10.0.0.0
eigrp stub connected static

次に、ルータをスタブとして設定するために eigrp stub receive-only コマンドを使用する例を示しま

す。この設定では、接続、集約、またはスタティック ルートは送信されません。

router eigrp 1
network 10.0.0.0 eigrp 
stub receive-only

次に、再配布されたルート（接続、スタティック、または集約ルートの送信は禁止）をアドバタイズす

るスタブとしてルータを設定するために eigrp stub redistributed コマンドを使用する例を示します。

router eigrp 1
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network 10.0.0.0
eigrp stub redistributed

次に、再配布された、スタティック、接続および集約ルートをアドバタイズするスタブとしてルータを

設定するために eigrp stub コマンドを使用する例を示します。

router eigrp 1
network 10.0.0.0
eigrp stub connected static summary redistributed
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シスコ エクスプレス フォワーディングの設定

この章では、Catalyst 4500 シリーズ スイッチ上のシスコ エクスプレス フォワーディング（CEF）につ

いて説明します。この機能の注意事項、設定手順、および設定例についても紹介します。

この章の主な内容は、次のとおりです。

• 「CEF について」（P.33-1）

• 「Catalyst 4500 シリーズ スイッチでの CEF の実装」（P.33-3）

• 「CEF 設定の制限事項」（P.33-6）

• 「CEF の設定」（P.33-6）

• 「CEF のモニタリングおよびメンテナンス」（P.33-8）

（注） この章で使用するスイッチ コマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL で『Cisco 
Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』と関連資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products//hw/switches/ps4324/index.html

『Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』に掲載されていないコマンドについては、より詳

細な Cisco IOS ライブラリを参照してください。次の URL でCisco IOS コマンド リファレンスと関連

資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html

CEF について
ここでは、CEF の動作を構成する 2 つの主なコンポーネントについて説明します。

• 「CEF 機能」（P.33-1）

• 「転送情報ベース」（P.33-2）

• 「隣接関係テーブル」（P.33-2）

CEF 機能

CEF は、先進的なレイヤ 3 IP スイッチング テクノロジーです。ダイナミック トラフィック パターン

を特長とする大規模ネットワーク、または Web ベースのアプリケーションおよび対話型セッションを

多用するネットワークで、パフォーマンスおよびスケーラビリティを 適化します。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html
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CEF について

CEF には次の機能があります。

• ルーティング テーブル情報が変更されると、キャッシュ全体がフラッシュされる場合があります

が、CEF はマルチレイヤ スイッチのキャッシュ方式のパフォーマンスを向上させます。

• レイヤ 3 ルーティング情報に基づいて、複数のリンクにパケットを分散させる形式でロード バラ

ンシングを行います。ネットワーク装置が宛先に対して複数のパスを検出した場合、その宛先に対

応する複数のエントリでルーティング テーブルが更新されます。その宛先へのトラフィックは、

それらのパスの間で分散されます。

CEF は、マルチレイヤ スイッチのルート キャッシュではなく、複数のデータ構造で情報を保存しま

す。このデータ構造によって検索が 適化され、効率的なパケット転送が実現されます。

転送情報ベース

Forwarding Information Base（FIB; 転送情報ベース）は、IP ルーティング テーブルの転送情報のミ

ラー イメージを格納したテーブルです。ネットワークでルーティングまたはトポロジが変更されると、

ルート プロセッサが IP ルーティング テーブルを更新し、CEF が FIB を更新します。FIB エントリと

ルーティング テーブル エントリは 1 対 1 の関係なので、FIB には既知のすべてのルートが含まれます。

したがって、高速スイッチング、 適スイッチングなど、スイッチング パスに関連するルート キャッ

シュのメンテナンスが不要になります。CEF は FIB を使用し、IP 宛先プレフィックスに基づいてス

イッチングを決定し、IP ルーティング テーブルの情報に基づいてネクストホップ アドレス情報を維持

します。

Catalyst 4500 シリーズ スイッチでは、CEF は Integrated Switching Engineハードウェアに FIB をロー

ドして、転送のパフォーマンスを向上させます。Integrated Switching Engineには、ルーティング情報

を保存できる、決まった数のフォワーディング スロットがあります。この限度を超えると、CEF は自

動的にディセーブルになり、すべてのパケットがソフトウェアで転送されます。この場合、スイッチ上

のルート数を減らしてから、ip cef コマンドでハードウェア スイッチングを再度イネーブルにする必要

があります。

隣接関係テーブル

CEF は、FIB のほかに、隣接関係テーブルを使用してレイヤ 2 アドレス情報を前に付け加えます。

ネットワーク内のノードは、相互間の距離が 1 ホップ以内の場合に、隣接しているといいます。隣接関

係テーブルで、すべての FIB エントリのレイヤ 2 ネクストホップ アドレスが維持されます。

隣接関係の検出

隣接関係テーブルは、新しい隣接ノードが検出されたときに更新されます。アドレス解決プロトコル

（ARP などを使用して）隣接関係エントリが作成されるたびに、その隣接ノードのリンク層ヘッダーが

隣接関係テーブルに保存されます。ルートが確定すると、リンク層ヘッダーはネクスト ホップおよび

対応する隣接関係エントリを指し示します。リンク層ヘッダーはそのあと、CEF パケット スイッチン

グ時のカプセル化に使用されます。

隣接関係の解決

ロード バランシングと冗長性の両方に対応するようにルータが設定されている場合など、ルートには

送信先プレフィックスへの複数のパスが存在することがあります。解決されたパスごとに、そのパスの

ネクストホップ インターフェイスに対応する隣接へのポインタが追加されます。この方法は、複数の

パスでのロード バランシングに使用されます。
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特殊な処理が必要な隣接関係タイプ

特定の例外条件が存在する場合、スイッチングを迅速に処理する目的で、ネクストホップ インター

フェイスの隣接関係（ホスト ルートの隣接関係）に加え、他のタイプの隣接関係が使用されます。プ

レフィックスが定義されると、例外処理が必要なプレフィックスは、表 33-1 に示した特殊な隣接関係

の 1 つを指定して、キャッシュに格納されます。

未解決の隣接関係

パケットの前にリンク層ヘッダーが追加された場合、FIB はネクスト ホップに対応する隣接関係を指

し示すプリペンドを要求します。隣接関係が FIB によって作成され、ARP などのメカニズムでは検出

されなかった場合、レイヤ 2 アドレッシング情報が不明であるため、その隣接関係は不完全と見なされ

ます。レイヤ 2 情報が認識されると、パケットはルート プロセッサに転送され、ARP によって隣接関

係が判別されます。

Catalyst 4500 シリーズ スイッチでの CEF の実装
Catalyst 4500 シリーズ スイッチは、次の機能を提供する ASIC ベースの Integrated Switching Engine
をサポートします。

• レイヤ 2 でのイーサネット ブリッジング

• レイヤ 3 での IP ルーティング

ASIC はパケット転送専用に設計されているため、Integrated Switching Engine ハードウェアは、CPU 
サブシステム ソフトウェアより、はるかに高速でこの処理を実行できます。

図 33-1 に、Integrated Switching Engine上の ASIC ベース レイヤ 2 およびレイヤ 3 スイッチング プロ

セスの概念を示します。

表 33-1 例外処理を伴う隣接タイプ

隣接タイプ 処理方法

ヌル隣接関係 Null0 インターフェイスに送信されたパケットはドロップされます。イ

ンターフェイス Null0 は、効果的なアクセス フィルタリング形式として

使用できます。

グリーニング隣接関係 ルータが複数のホストに直接接続されている場合、ルータ上の FIB テー

ブルは、個々のホストではなく、サブネットに対応するプレフィックス

を維持します。サブネットのプレフィックスは、グリーニング隣接関係

をポイントします。特定のホストにパケットを転送する必要がある場合

は、隣接データベースから特定のプレフィックスが収集されます。

パント隣接関係 特殊な処理を必要とする機能や CEF スイッチングでまだサポートされ

ていない機能は、次に上位のスイッチング レベルに送られます（パント

されます）。

廃棄隣接関係 パケットが廃棄されます。

ドロップ隣接関係 パケットがドロップされます。
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図 33-1 論理 L2/L3 スイッチング コンポーネント

Integrated Switching Engineは、ASIC ハードウェアを使用して、論理レイヤ 3 インターフェイス上で 
VLAN 間ルーティングを実行します。ASIC ハードウェアは、ホスト、スイッチ、またはルータに接続

するように設定できる物理層 3 インターフェイスもサポートしています。

ここでは、次の内容について説明します。

• 「ハードウェアおよびソフトウェアのスイッチング」（P.33-4）

• 「ロード バランシング」（P.33-6）

• 「ソフトウェア インターフェイス」（P.33-6）

ハードウェアおよびソフトウェアのスイッチング

通常のパケットについては、Integrated Switching Engineはハードウェアでパケット転送機能を実行し

ます。これらのパケットは非常に高速でハードウェアスイッチングされます。例外のパケットは、

CPU サブシステム ソフトウェアによって転送されます。Integrated Switching Engineが大部分のパ

ケットをハードウェアで転送していることは、統計レポートからわかります。ソフトウェア転送の速度

はハードウェア転送に比べて大幅に下がりますが、CPU サブシステムによってパケットが転送されて

も、ハードウェア転送の速度が下がることはありません。

図 33-2 は、Integrated Switching Engineおよび CPU サブシステムのスイッチング コンポーネントの概

念図です。

Integrated Switching Engine ASIC

L3 

L3 

L2  

68
40

2

VLAN1

Gig 1/1

VLAN2
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Catalyst 4500 シリーズ スイッチでの CEF の実装

図 33-2 ハードウェアおよびソフトウェア スイッチングのコンポーネント

Integrated Switching Engineは、ハードウェアで VLAN 間ルーティングを実行します。CPU サブシス

テム ソフトウェアは、Subnetwork Access Protocol（SNAP）カプセル化を使用する、VLAN へのレイ

ヤ 3 インターフェイスをサポートします。CPU サブシステム ソフトウェアはさらに、総称ルーティン

グ カプセル化（GRE）トンネルもサポートしています。

ハードウェア スイッチング

ハードウェア スイッチングは、Supervisor Engine III および Supervisor Engine IV の標準動作です。

ソフトウェア スイッチング

ソフトウェア スイッチングは、ハードウェアでトラフィックを処理できない場合に行われます。次の

タイプの例外パケットがソフトウェアで処理されますが、速度は大幅に低下します。

• IP ヘッダー オプションを使用しているパケット 

（注） TCP ヘッダー オプションを使用しているパケットは、転送の決定に影響しないので、ハー

ドウェアでスイッチングされます。

• IP Time To Live（TTL; 存続可能時間）カウンタが満了しているパケット

• トンネル インターフェイスに転送されるパケット 

• サポート対象外のカプセル化タイプを指定して送られてきたパケット

• サポート対象外のカプセル化タイプが設定されたインターフェイスにルーティングされるパケット

• 出力インターフェイスの 大伝送単位（MTU）を超えているため分割が必要なパケット

• ルーティングに IGMP のリダイレクトが必要なパケット

• 802.3 イーサネット パケット

Integrated Switching Engine CPU 

GRE

L3 

L3 

L2  

68
12

7

VLAN1

Gig 1/1

VLAN2
GRE



33-6
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-25340-01-J

第 33 章      シスコ エクスプレス フォワーディングの設定

CEF 設定の制限事項

ロード バランシング

Catalyst 4500 シリーズ スイッチは、Integrated Switching Engine ハードウェアで、パケット ルーティ

ングのロード バランシングをサポートします。ロード バランシング機能は常にイネーブルです。この

機能は、同一ネットワークに複数の異なるネクストホップ アドレスで複数のルートが設定されている

場合に動作します。このようなルートは、静的に設定することも、Open Shortest Path First（OSPF）、
Enhanced Interior Gateway Routing Protocol（EIGRP）などのルーティング プロトコルによって設定

することもできます。

ハードウェアは、ハードウェア ハッシュ機能を使用し、送信元および宛先 IP アドレス、送信元および

宛先 TCP ポート番号（該当する場合）に基づいて値を計算することによって、転送を決定します。さ

らに、この負荷分散型ハッシュ値を使用して、パケット転送に使用するルートが選択されます。特定の

フロー（TCP 接続など）内のすべてのハードウェア スイッチングが、パケット リオーダーが発生する

可能性を低減する同じネクスト ホップにルーティングされます。1 つのネットワークに対して 大 8 種
類のルートがサポートされます。

ソフトウェア インターフェイス

Catalyst 4500 シリーズ スイッチ対応の Cisco IOS は、ハードウェア転送エンジンには組み込まれてい

ない GRE および IP トンネル インターフェイスをサポートしています。これらのインターフェイスと

の間を流れるパケットはすべて、ソフトウェアで処理する必要があります。転送速度はハードウェア 
スイッチング インターフェイスに比べて大幅に低下します。また、これらのインターフェイスでは、

レイヤ 2 機能はサポートされません。

CEF 設定の制限事項
CEF Integrated Switching Engineがハードウェアでのレイヤ 3 スイッチングでサポートするカプセル化

タイプは、Advanced Research Projects Agency（ARPA）および ISL（スイッチ間リンク）/802.1Q だ
けです。CPU サブシステムは、レイヤ 2 対応の SNAP など、ソフトウェアでのレイヤ 3 スイッチング

に使用できるさまざまなカプセル化をサポートします。

CEF の設定
ここでは、CEF を設定する手順について説明します。

• 「CEF のイネーブル化」（P.33-6）

• 「CEF のロード バランシングの設定」（P.33-7）

CEF のイネーブル化

Catalyst 4500 シリーズ スイッチでは、CEF はデフォルトの設定でグローバルにイネーブルになってい

ます。設定は必要ありません。

CEF を再度イネーブルにするには、次の作業を行います。

コマンド 目的

Switch(config)# ip cef distributed 標準の CEF 動作をイネーブルにします。
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CEF の設定

CEF のロード バランシングの設定

CEF のロード バランシングは、送信元および宛先パケット情報の組み合わせに基づいて行われます。

宛先へデータを転送するときに、複数のパスにトラフィックを分散させることによって、リソースの利

用を 適化できます。ロード バランシング機能は、宛先単位で設定できます。ロード バランシングの

決定は、発信インターフェイスで行われます。ロード バランシングを設定するときには、宛先単位で

発信インターフェイスに設定してください。

ここでは、次の内容について説明します。

• 「宛先別ロード バランシングの設定」（P.33-7）

• 「負荷分散型ハッシュ機能の設定」（P.33-7）

• 「CEF 情報の表示」（P.33-8）

宛先別ロード バランシングの設定

CEF がイネーブルの場合、宛先別ロード バランシングはデフォルトでイネーブルです。宛先別ロード 
バランシングを使用する場合は、CEF をイネーブルにすると、追加の作業は必要ありません。

宛先別ロード バランシングにより、ルータは複数のパスを使用して負荷を分散させます。指定された

発信元と宛先ホストのペアは、複数のパスを使用可能な場合であっても、同じパスを使用することが保

証されています。異なるペア宛てのトラフィックは、それぞれ異なるパスを通る傾向があります。CEF 
をイネーブルにすると、宛先別ロード バランシングはデフォルトでイネーブルになります。このロー

ド バランシング方式はさまざまな環境に適しています。

宛先別ロード バランシングは、統計上のトラフィック分散に依存するので、送信元ペアまたは宛先ペ

アの数が増えるほど、ロード バランシングの効果が大きくなります。

宛先単位のロード バランシングを使用することにより、個々のホスト ペアのパケットが順に到達する

ことが保証されます。特定のホスト ペア宛てのパケットはすべて、同じリンク（1 つまたは複数のリン

ク）を使用してルーティングされます。

負荷分散型ハッシュ機能の設定

特定の宛先 IP プレフィックスに対して複数のユニキャスト ルートが存在する場合、ハードウェアは、

プレフィックスに一致するパケットを使用可能なすべてのルートで送信するので、すべてのネクスト 
ホップ ルータで負荷が分散されます。デフォルトでは、送信元および宛先 IP アドレスのハッシュを計

算し、ルート選択用に導き出された値を使用して使用されるルートが選択されます。この結果、1 つの

送信元フローまたは宛先フロー内のすべてのパケットが必ず同じルート上で送信されるため、複数のパ

ケットについてパケット順序が保持されますが、ルートに対してフローをほぼランダムに分散します。

負荷分散型ハッシュ機能を変更できます。このように、送信元および宛先 IP アドレスに加えて、送信

元 TCP/UDP ポート、宛先 TCP/UDP ポート、またはその両方を、ハッシュに含めることができます。

送信元または宛先ポート、あるいはその両方を使用するように負荷分散型ハッシュ機能を設定するに

は、次の作業を行います。

コマンド 目的

Switch (config)# [no] ip cef load-sharing 
algorithm include-ports source 
destination]

送信元および宛先ポートを使用する負荷分散型

ハッシュ機能をイネーブルにします。

デフォルトの Cisco IOS 負荷分散アルゴリズムを

使用するようにスイッチを設定するには、no 
キーワードを指定します。
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CEF のモニタリングおよびメンテナンス

（注） include-ports オプションは、Catalyst 4500 シリーズ スイッチ上のソフトウェアでスイッチングされる

トラフィックには適用されません。

CEF 情報の表示

収集された CEF 情報を表示できます。CEF を表示するには、次の作業を行います。

CEF のモニタリングおよびメンテナンス
IP トラフィックに関する情報を表示するには、次の作業を行います。

次に、ファスト イーサネット インターフェイス 3/3 上の IP ユニキャスト トラフィック情報を表示する

例を示します。

Switch# show interface fastethernet 3/3 | begin L3 
  L3 in Switched: ucast: 0 pkt, 0 bytes - mcast: 12 pkt, 778 bytes mcast
  L3 out Switched: ucast: 0 pkt, 0 bytes - mcast: 0 pkt, 0 bytes 
     4046399 packets input, 349370039 bytes, 0 no buffer
     Received 3795255 broadcasts, 2 runts, 0 giants, 0 throttles
<...output truncated...>
Switch#

（注） IP ユニキャスト パケット カウントは、約 5 秒間隔で更新されます。

IP 統計情報の表示

IP ユニキャスト統計情報は、インターフェイス単位で収集されます。IP 統計情報を表示するには、次

の作業を行います。

コマンド 目的

Switch# show ip cef 収集された CEF 情報を表示します。

コマンド 目的

Switch# show interface type slot/interface 
| begin L3

IP ユニキャスト トラフィックのサマリーを表示し

ます。

コマンド 目的

Switch# show interface type number 
counters detail

IP 統計情報を表示します。
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次に、ファスト イーサネット インターフェイス 3/1 の IP ユニキャスト統計情報を表示する例を示しま

す。

Switch# show interface fastethernet 3/1 counters detail 

Port                InBytes       InUcastPkts      InMcastPkts       InBcastPkts 
Fa3/1            7263539133           5998222          6412307               156 

Port               OutBytes      OutUcastPkts     OutMcastPkts      OutBcastPkts 
Fa3/1            7560137031           5079852         12140475                38 

Port              InPkts 64        OutPkts 64    InPkts 65-127    OutPkts 65-127 
Fa3/1                 11274            168536          7650482          12395769 

Port         InPkts 128-255   OutPkts 128-255   InPkts 256-511   OutPkts 256-511 
Fa3/1                 31191             55269            26923             65017 

Port        InPkts 512-1023  OutPkts 512-1023 
Fa3/1                133807            151582 

Port       InPkts 1024-1518 OutPkts 1024-1518 InPkts 1519-1548 OutPkts 1519-1548 
Fa3/1                   N/A               N/A              N/A               N/A 

Port       InPkts 1024-1522 OutPkts 1024-1522 InPkts 1523-1548 OutPkts 1523-1548 
Fa3/1               4557008           4384192                0                 0 

Port       Tx-Bytes-Queue-1  Tx-Bytes-Queue-2 Tx-Bytes-Queue-3  Tx-Bytes-Queue-4 
Fa3/1                    64                 0            91007        7666686162 

Port       Tx-Drops-Queue-1  Tx-Drops-Queue-2 Tx-Drops-Queue-3  Tx-Drops-Queue-4 
Fa3/1                     0                 0                0                 0 

Port         Rx-No-Pkt-Buff     RxPauseFrames    TxPauseFrames   PauseFramesDrop 
Fa3/1                     0                 0                0               N/A 

Port       UnsupOpcodePause 
Fa3/1                     0 
Switch# 

CEF（ソフトウェア スイッチング）およびハードウェア IP ユニキャスト隣接テーブル情報を表示する

には、次の作業を行います。

次に、隣接統計情報を表示する例を示します。

Switch# show adjacency gigabitethernet 3/5 detail 
Protocol Interface                 Address
IP       GigabitEthernet9/5        172.20.53.206(11)
                                   504 packets, 6110 bytes
                                   00605C865B82
                                   000164F83FA50800
                                   ARP        03:49:31 

（注） 隣接統計情報は、約 10 秒間隔で更新されます。

コマンド 目的

Switch# show adjacency [interface] [detail 
| internal | summary]

オプションの detail キーワードを指定すると、レ

イヤ 2 情報を含めた詳細な隣接情報が表示されま

す。
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uRPF の設定

この章では、ユニキャスト Reverse Path Forwarding（ユニキャスト RPF）機能について説明します。

ユニキャスト RPF 機能を使用すると、スイッチを通過する不正な形式または偽造の IP 送信元アドレス

によって発生する問題を軽減できます。

この章のユニキャスト RPF コマンドの詳細については、『Cisco IOS Security Command Reference』の

「Unicast Reverse Path Forwarding Commands」の章を参照してください。この章で使用される他のコ

マンドの説明については、コマンド リファレンスのマスター索引を参照するか、またはオンラインで

検索してください。

機能に関連するハードウェア プラットフォームまたはソフトウェア イメージ情報を確認するには、

Cisco.com にある Feature Navigator を使用して機能に関する情報を検索するか、または特定のリリー

スのソフトウェア リリースノートを参照してください。詳細については、「Using Cisco IOS Software」
の章の「Identifying Supported Platforms」を参照してください。

この章は、次の内容で構成されています。

• 「ユニキャスト リバース パス転送の概要」（P.34-1）

• 「ユニキャスト RPF の設定作業」（P.34-9）

• 「ユニキャスト RPF のモニタリングとメンテナンス」（P.34-11）

• 「ユニキャスト RPF の設定例：着信および発信フィルタ」（P.34-12）

（注） この章で使用するスイッチ コマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL で『Cisco 
Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』と関連資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products//hw/switches/ps4324/index.html

『Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』に掲載されていないコマンドについては、より詳

細な Cisco IOS ライブラリを参照してください。次の URL でCisco IOS コマンド リファレンスと関連

資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html

ユニキャスト リバース パス転送の概要
ユニキャスト RPF 機能を使用して、検証可能な IP 送信元アドレスがない IP パケットを廃棄すること

で、不正な形式または偽造（偽装）の IP 送信元アドレスがネットワークで使用されることによって発

生する問題を軽減できます。たとえば、Smurf や Tribal Flood Network（TFN）など、多くの一般的な

タイプの DoS 攻撃は、偽造された、または次々に変わる送信元 IP アドレスを使用して、攻撃を突き止

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html
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めたりフィルタすることを攻撃者が阻止できるようにします。パブリック アクセスを提供する Internet 
service provider（ISP; インターネット サービス プロバイダー）の場合、uRPF が IP ルーティング テー

ブルと整合性の取れた有効な送信元アドレスを持つパケットだけを転送することによって、そのような

攻撃をそらします。この処理により、ISP のネットワーク、その顧客、および残りのインターネットが

保護されます。

ここでは、次の情報について説明します。

• 「ユニキャスト RPF の機能」（P.34-2）

• 「ユニキャスト RPF の実装」（P.34-4）

• 「制約事項」（P.34-8）

• 「関連機能およびテクノロジー」（P.34-8）

• 「ユニキャスト RPF 設定の前提条件」（P.34-9）

ユニキャスト RPF の機能

ユニキャスト RPF がインターフェイスでイネーブルのときは、スイッチはそのインターフェイスに対

する入力として受信したすべてのパケットを検証して、送信元アドレスおよび送信元インターフェイス

がルーティング テーブルに存在し、パケットを受信したインターフェイスと一致することを確認しま

す。後方検索機能は、シスコ エクスプレス フォワーディング（CEF）がルータでイネーブルの場合に

だけ利用可能です。これは、検索が転送情報ベース（FIB）に基づいて行われるためです。CEF では、

その動作の一部として FIB が生成されます。

（注） ユニキャスト RPF は入力機能であり、接続のアップストリーム終端にあるルータの入力インターフェ

イスにだけ適用されます。

ユニキャスト RPF は、スイッチ インターフェイスで受信したパケットが、パケットの送信元への 適

な戻りパス（戻りルート）で到着しているかどうかを確認します。ユニキャスト RPF は、CEF テーブ

ルの逆引きを行うことでこれを確認します。パケットが 適なリバース パス ルートのいずれかから受

信された場合、パケットは通常どおりに転送されます。パケットを受信したパスと同じインターフェイ

スにリバース パス ルートがない場合、送信元アドレスが変更された可能性があります。ユニキャスト 
RPF がそのパケットのリバース パスを見つけられない場合は、パケットはドロップされます。

（注） ユニキャスト RPF では、コストが等しいすべての「 良」リターン パスが有効と見なされます。つま

り、複数のリターン パスが存在し、ルーティング コスト（ホップ カウント、重みなど）に関して他の

パスと同等で、ルートが FIB に存在する場合、ユニキャスト RPF は機能します。また、EIGRP バリア

ントが使用され、送信元 IP アドレスに戻る同等ではない候補パスが存在する場合も、ユニキャスト 
RPF は機能します。

ユニキャスト RPF と ACL を設定したインターフェイスでパケットを受信した場合、次の処理が発生し

ます。

ステップ 1 インバウンド インターフェイスで設定されたインバウンド ACL が確認されます。

ステップ 2 ユニキャスト RPF は、パケットが送信元に対する 適なリターン パスで到達したかどうかを確認しま

す。この処理には、FIB テーブルの逆ルックアップを実行します。

ステップ 3 パケット転送のため CEF テーブル（FIB）のルックアップを実行します。

ステップ 4 出力 ACL は、アウトバウンド インターフェイスで確認されます。



34-3
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-25340-01-J

第 34 章      uRPF の設定

ユニキャスト リバース パス転送の概要

ステップ 5 パケットは転送されます。

ここでは、次のユニキャスト RPF の強化について説明します。

• アクセス コントロール リストとロギング

• インターフェイス単位の統計情報

図 34-1 に、ユニキャスト RPF と CEF を併用し、パケットのリターン パスを確認することで、IP 送信

元アドレスを検証する方法を示します。この例では、ユーザがインターフェイス ギガビット イーサ

ネット 1/1 から送信元アドレス 192.168.1.1 であるパケットを送信しました。ユニキャスト RPF は FIB 
で、ギガビット イーサネット 1/1 に対するパスが 192.168.1.1 にあるかどうかを確認します。一致する

パスがある場合、パケットは転送されます。一致するパスがない場合、パケットはドロップされます。

図 34-1 IP 送信元アドレスを検証するユニキャスト RPF

図 34-2 に、検証に失敗したパケットをユニキャスト RPF がドロップする方法を示します。この例で

は、お客様は送信元アドレスが 209.165.200.225 であるパケットを送信していて、そのパケットをギガ

ビット イーサネット インターフェイス 1/1 で受信します。ユニキャスト RPF は FIB で、ギガビット 
イーサネット 1/1 に対するパスが 209.165.200.225 にあるかどうかを確認します。一致するパスがある

場合、パケットは転送されます。ルーティング テーブルに、ユーザのパケットをギガビット イーサ

ネット 1/1 上の送信元アドレス 209.165.200.225 に戻すリバース エントリはありません。そのため、パ

ケットはドロップされます。

 x.x.x.x

 192.168.1.1

IP 
RPF

 
172.19.66.7 192.168.0.0
172.19.0.0 FDDI 2/0/0

CEF 
192.168.0.0 172.19.66.7 FDDI 2/0/0
172.19.0.0 FDDI 2/0/0

FDDI 2/0/0 172.19.66.7 50000603E...AAAA03000800

IP 

RPF 
 

RPF 
 CEF 

33
40

2



34-4
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-25340-01-J

第 34 章      uRPF の設定

ユニキャスト リバース パス転送の概要

図 34-2 検証に失敗したパケットをドロップするユニキャスト RPF

ユニキャスト RPF の実装

ユニキャスト RPF には、キーの実装原則がいくつかあります。

• パケットは、パケットの送信元に対する 適なリターン パス（ルート）があるインターフェイス

で受信する必要があります（このプロセスは対称ルーティングと呼ばれます）。FIB には、受信側

インターフェイスに対するルートと一致するルートが存在する必要があります。FIB にルートを追

加する処理は、スタティック ルート、ネットワーク ステートメント、またはダイナミック ルー

ティングで実行します。（ACL によって、パケットが 適ではない特定の非対称入力パスを通じて

到達する場合に、ユニキャスト RPF を使用できます）。

• 受信側インターフェイスでの IP 送信元アドレスは、そのインターフェイスのルーティング エント

リと一致する必要があります。

• ユニキャスト RPF は入力機能であり、接続のアップストリーム終端にあるルータの入力インター

フェイスにだけ適用されます。

このような実装原理があるため、ダウンストリーム ネットワークまたは ISP からインターネットに対

する他の接続がない場合でも、ユニキャスト RPF は、顧客のためだけでなく、ダウンストリーム ネッ

トワークまたは ISP のためにもネットワーク管理者が使用できるツールになります。

注意 重みやローカル プリファレンスなど、オプションの BGP 属性を使用して、送信元アドレスに戻る

適なパスを変更できます。変更は、ユニキャスト RPF の動作に影響します。

 x.x.x.x

 209.165.200.225

RPF

 
172.19.66.7 192.168.0.0
172.19.0.0 FDDI 2/0/0

CEF 
192.168.0.0 172.19.66.7 FDDI 2/0/0
172.19.0.0 FDDI 2/0/0

FDDI 2/0/0 172.19.66.7 50000603E...AAAA03000800

RPF 
 

RPF 

33
40

3

IP 

IP 
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ここでは、ユニキャスト RPF の実装に関する情報を説明します。

• 「セキュリティ ポリシーとユニキャスト RPF」（P.34-5）

• 「ユニキャスト RPF を使用する場所」（P.34-5）

• 「ルーティング テーブルの要件」（P.34-7）

• 「ユニキャスト RPF を使用すべきではない場所」（P.34-7）

• 「BOOTP および DHCP を使用するユニキャスト RPF」（P.34-8）

セキュリティ ポリシーとユニキャスト RPF

ユニキャスト RPF を展開するためのポリシーを決定する際には、次の点を考慮します。

• ユニキャスト RPF は、ネットワークの広範な部分からダウンストリームのインターフェイス（で

きればネットワークのエッジ）に適用する必要があります。

• ユニキャスト RPF の適用先がダウンストリームになるほど、アドレスの偽造を軽減し、偽造され

たアドレスの送信元を特定するときに細かく制御できます。たとえば、ユニキャスト RPF を集約

スイッチに適用すると、多くのダウンストリーム ネットワークまたはクライアントからの攻撃の

軽減に役立ち、管理が簡単になりますが、攻撃の送信元の特定には有益ではありません。ネット

ワーク アクセス サーバにユニキャスト RPF を適用すると、攻撃の範囲を限定し、攻撃の送信元を

トレースできますが、多くのサイトにユニキャスト RPF を配布するため、ネットワーク運用の管

理コストが増大します。

• インターネット、イントラネット、およびエクストラネットのリソース全体でユニキャスト RPF 
を展開するエンティティが多いほど、インターネット コミュニティを通じた大規模なネットワー

クの中断を軽減できる可能性が高くなり、攻撃の送信元をトレースできる可能性も高くなります。

• ユニキャスト RPF はトンネルでカプセル化された IP パケットを検査しません（GRE、LT2P、
PPTP など）。ユニキャスト RPF はホーム ゲートウェイで設定する必要があるため、トンネリング

およびカプセル化レイヤがパケットから削除された後にのみ、ユニキャスト RPF は処理されます。

ユニキャスト RPF を使用する場所 

ユニキャスト RPF は、ネットワークから出るアクセス ポイントが実質的に 1 つ（つまり、アップスト

リーム接続が 1 つ）のみのシングルホームの環境で使用できます。1 つのアクセス ポイントを持つネッ

トワークは、対称ルーティングの 適な例です。つまり、パケットがネットワークに入るインターフェ

イスが、IP パケットの送信元に対する 適なリターン パスでもあるインターフェイスです。ユニキャ

スト RPF の も一般的な使用場所は、インターネット、イントラネット、またはエクストラネット環

境のネットワーク周辺機器、または顧客ネットワークの終端用の ISP 環境にあるネットワーク周辺機器

です。

ISP に対して単一の接続ポイントを持つ企業ネットワーク

企業ネットワークでは、入力インターフェイスでトラフィックをフィルタリングする際に（入力フィル
タリングと呼ばれるプロセス）ユニキャスト RPF を使用する 1 つの目的は、インターネットから着信

した不正な形式のパケットから保護することです。従来、インターネットに対して 1 つの接続ポイント

を持つローカル ネットワークは、受信インターフェイスとして ACL を使用して、偽造されたパケット

がインターネットからローカル ネットワークに入らないようにしていました。
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多くのシングルホームのユーザについては、ACL が役立ちますが、入力フィルタとして ACL を使用す

るときは、2 つの共通して参照される制約事項を含め、トレードオフがあります。

• 非常に高いパケット レートでの Packet Per Second（PPS）パフォーマンス 

（注） この制限は、ソフトウェア転送パケットにのみ適用されます。ハードウェア パケットの転送

は、ACL および uRPF の両方で同じです。

• ACL のメンテナンス（新しいアドレスがネットワークに追加されるかどうか） 

ユニキャスト RPF は、これらの制約事項の両方に対処できる 1 つのツールです。ユニキャスト RPF を
使用すると、入力フィルタリングは CEF PPS レートで行われます。リンクが 1 Mbps を超える場合、

この処理速度は変わります。さらに、ユニキャスト RPF は FIB を使用するため、ACL のメンテナンス

は必要ありません。その結果、従来の ACL のような管理コストは軽減されます。次の図と例は、入力

フィルタリングのためにユニキャスト RPF を設定する方法を示します。

図 34-3 に、アップストリーム ISP に対して単一リンクがある企業ネットワークを示します。この例で

は、間違ったパケットがインターネットから届かないようにするために、ユニキャスト RPF はエン

タープライズ スイッチのギガビット イーサネット インターフェイス 1/1 で適用されます。間違ったパ

ケットが企業ネットワークから届かないようにするために、ユニキャスト RPF はエンタープライズ ス
イッチのギガビット イーサネット インターフェイス 2/1 で適用されます。

図 34-3 入力フィルタリングのためにユニキャスト RPF を使用した企業ネットワーク

図 34-3 の関係図を使用すると、ISP スイッチの典型的な構成は（CEF が有効になっていると想定し

て）次のとおりです。

interface Gigabit Ethernet 2/1
  description Link to Enterprise Network
  ip address 192.168.3.1 255.255.255.255

no switchport
  ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
  ip verify unicast source reachable-via rx allow-default

企業ネットワークのゲートウェイ スイッチの設定は、次のように表示されます（CEF が有効になって

いると仮定します）。

interface Gigabit Ethernet 1/2
description ExampleCorp LAN
ip address 192.168.10.1 255.255.252.0
no ip redirects
no ip directed-broadcast
no ip proxy-arp

interface Gigabit Ethernet 1/1
description Link to Internet
no switchport
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
ip verify unicast source reachable-via allow-default
no ip proxy-arp
no ip redirects
no ip directed-broadcast

G2/1G1/1
G1/2

ISP 20
65

30
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第 34 章      uRPF の設定

ユニキャスト リバース パス転送の概要

ユニキャスト RPF は、単一のデフォルト ルートで機能します。追加ルートまたはルーティング プロト

コルはありません。ネットワーク 192.168.10.0/22 は接続済みネットワークです。送信元アドレスが 
192.168.10.0/22 の範囲内にあるインターネットからの着信パケットは、ユニキャスト RPF によってド

ロップされます。

ルーティング テーブルの要件

ユニキャスト RPF が正しく動作するには、CEF テーブルに適切な情報が存在する必要があります。こ

の要件は、ルータに完全なインターネット ルーティング テーブルが存在する必要があるという意味で

はありません。CEF テーブルに必要なルーティング情報の量は、ユニキャスト RPF の設定場所および

スイッチがネットワークで実行している機能によって異なります。たとえば、ISP 環境では、お客様向

けの専用線集約スイッチであるスイッチが必要とするのは IGP または IBGP（ネットワークでどちらの

技術を使用しているかにより異なります）で再配布されたスタティック ルートに関する情報だけです。

ユニキャスト RPF は顧客のインターフェイスで設定され、 小限のルーティング情報に関する要件が

生じます。別のシナリオで、シングルホームの ISP は、インターネットに対するゲートウェイ リンク

にユニキャスト RPF を配置する場合があります。フル インターネット ルーティング テーブルが必要で

す。ルーティング テーブル全体を必須にすることで、インターネット ルーティング テーブルに含まれ

ないアドレスを使用する外部の DoS 攻撃から、ISP を保護できます。

ユニキャスト RPF を使用すべきではない場所

ネットワーク内部のインターフェイスにはユニキャスト RPF を使用しないでください。内部インター

フェイスは、ルーティングが非対称（図 34-4 を参照）な場合があります。つまり、パケットの送信元

に対して複数のルートがあります。ユニキャスト RPF を適用するのは、もともと対称か、または対称

に設定されている場合だけにしてください。管理者が、ユニキャスト RPF を有効にするインターフェ

イスを慎重に計画する限り、ルーティングの非対称は重大な問題にはなりません。

たとえば、ISP ネットワークのコアにあるスイッチよりも、ISP のネットワークのエッジにあるスイッ

チには、対称リバース パスがあることが多くあります。ISP ネットワークのコアに設置されたスイッチ

では、スイッチからの 適な転送パスがスイッチに戻るパケット用に選択されたパスであるかどうかが

保証されません。ACL を使用して、スイッチが着信パケットを受け入れる場合を除いて、ユニキャス

ト RPF を非対称ルーティングが発生する可能性がある場所に適用することを推奨しません。（ACL に
よって、パケットが 適ではない特定の非対称入力パスを通じて到達する場合に、ユニキャスト RPF 
を使用できます）。ただし、ネットワークのエッジ（ISP の場合は、ネットワークの顧客のエッジ）に

のみ、ユニキャスト RPF を配置するのが も単純です。

図 34-4 に、非対称ルーティング環境で、ユニキャスト RPF が正規のトラフィックをブロックする可能

性がある場合を示します。
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第 34 章      uRPF の設定

ユニキャスト リバース パス転送の概要

図 34-4 非対称ルーティング環境でトラフィックをブロックするユニキャスト RPF

BOOTP および DHCP を使用するユニキャスト RPF

ユニキャスト RPF では、0.0.0.0 の送信元と 255.255.255.255 の宛先を持つパケットを渡すことができ

ます。そのため、Bootstrap Protocol（BOOTP）および Dynamic Host Configuration Protocol
（DHCP）の関数は適切に動作します。

制約事項　

マルチホーム クライアントにユニキャスト RPF の適用に関する制約事項は、次のとおりです。

• マルチホーム接続はクライアントが冗長サービスを構築する目的と合わないため、クライアントは

同じスイッチに対してマルチホーム接続をしないでください。

• リンクに沿って（インターネットに向けて）送信されるパケットは、リンクからアドバタイズされ

たルートと一致させる必要があります。一致しない場合、ユニキャスト RPF はそのパケットを不

正な形式のパケットとしてフィルタします。

制限事項

ユニキャスト ルーズ モードはサポートされていません。

関連機能およびテクノロジー

ユニキャスト RPF に関連する機能および技術に関する詳細については、次の項目を参照してください。

• ユニキャスト RPF がスイッチ上で適切に機能するにはシスコ エクスプレス フォワーディング

（CEF）が必要です。CEF の詳細については、『Cisco IOS Switching Services Configuration 
Guide』を参照してください。

ISP

 A
S1

S0

ISP  A 

 A  ISP 

3
3
4
0
7

S1  RPF 
 A 

S0 
 RPF 
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第 34 章      uRPF の設定

ユニキャスト RPF の設定作業

• Cisco IOS Access Control List（ACL; アクセス コントロール リスト）を使用して入力および出力
フィルタリングのポリシーを組み合わせると、スプーフィング攻撃の軽減に対するユニキャスト 
RPF の効果が大きくなります。

– 入力フィルタリングは、内部ネットワークまたは外部ネットワークから送信され、ネットワー

ク インターフェイスで受信されたトラフィックに対してフィルタを適用します。入力フィル

タリングでは、ローカル ネットワーク、プライベート、またはブロードキャスト アドレスと

一致する送信元アドレスを持つ、他のネットワークまたはインターネットから着信したパケッ

トはドロップされます。たとえば ISP 環境では、入力フィルタリングはクライアント（お客

様）またはインターネットのいずれかのスイッチで受信したトラフィックに適用できます。

– 入力フィルタリングは、ネットワーク インターフェイス（送信側インターフェイス）を終了

するトラフィックに対してフィルタを適用します。ネットワークをインターネットまたは他の

ネットワークに接続するスイッチ上のパケットをフィルタリングすることで、ネットワークか

ら送信するために有効な送信元 IP アドレスを持つパケットだけを許可できます。

ネットワーク フィルタリングの詳細については、『RFC 2267』および『Cisco IOS IP 
Configuration Guide』を参照してください。

ユニキャスト RPF 設定の前提条件

ユニキャスト RPF を設定する前に、ACL を設定します。

• 標準または拡張 ACL を設定して、無効な IP アドレスの送信を軽減します（出力フィルタリングを

実行します）。有効な送信元アドレスのみが内部ネットワークから送信され、インターネットに到

達するように許可します。その他すべての送信元アドレスは、内部ネットワークからインターネッ

トに送信されません。

• 標準または拡張 ACL エントリを設定して、無効な送信元 IP アドレスを含むパケットをドロップ

（拒否）します（入力フィルタリングを実行します）。無効な送信元 IP アドレスには次のような種

類があります。

– 予約済みアドレス

– ループバック アドレス

– プライベート アドレス（RFC 1918『Address Allocation for Private Internets』）

– ブロードキャスト アドレス（マルチキャスト アドレスなど）

– 保護されたネットワークに関連付けられた有効なアドレス範囲に含まれない送信元アドレス

ユニキャスト RPF の設定作業
ここでは、ユニキャスト RPF の設定作業について説明します。一覧内の各作業は、必須と任意に分け

ています。

• 「ユニキャスト RPF の設定」（P.34-10）（必須）

• 「ユニキャスト RPF の確認」（P.34-10）（任意）

この章の 後にある「ユニキャスト RPF の設定例：着信および発信フィルタ」を参照してください。
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第 34 章      uRPF の設定

ユニキャスト RPF の設定作業

ユニキャスト RPF の設定

ユニキャスト RPF は、スイッチによって受信された IP パケットの操作を行うインターフェイス上でイ

ネーブルになる入力側機能です。

ユニキャスト RPF を設定するには、次の作業を行います。

ユニキャスト RPF の確認

ユニキャスト RPF が機能していることを確認するには、show cef interface コマンドを使用します。次

に、ユニキャスト RPF がギガビット イーサネット インターフェイス 3/1 でイネーブルになっている例

を示します。

Switch# show cef interface gigabitEthernet 3/1
GigabitEthernet3/1 is up (if_number 79)
  Corresponding hwidb fast_if_number 79
  Corresponding hwidb firstsw->if_number 79
  Internet address is 10.1.1.1/24
  ICMP redirects are always sent
  IP unicast RPF check is enabled <======
  Input features: uRPF <=====
  Inbound access list is not set
  Outbound access list is not set
  IP policy routing is disabled
  BGP based policy accounting on input is disabled
  BGP based policy accounting on output is disabled
  Hardware idb is GigabitEthernet3/1
  Fast switching type 1, interface type 155
  IP CEF switching enabled
  IP CEF switching turbo vector
  IP Null turbo vector
  IP prefix lookup IPv4 mtrie 8-8-8-8 optimized
  Input fast flags 0x4000, Output fast flags 0x0
  ifindex 78(78)
  Slot 3 Slot unit 1 VC -1
  Transmit limit accumulator 0x0 (0x0)
  IP MTU 1500

コマンド 目的

ステップ 1 Switch(config-if)# interface type ユニキャスト RPF を適用する入力インターフェイス

を選択します。これは受信側インターフェイスです。

ユニキャスト RPF は次の宛先にパケットを転送する

前に、 適なリターン パスを確認できます。

インターフェイスのタイプは使用しているスイッチ

およびスイッチに取り付けられているインターフェ

イス カードのタイプ専用です。利用可能なインター

フェイスのタイプの一覧を表示するには、interface 
?  コマンドを使用します。

ステップ 2 Switch(config-if)# ip verify unicast source 
reachable-via rx allow-default

インターフェイスでユニキャスト RPF をイネーブル

にします。

ステップ 3 Switch(config-if)# exit インターフェイス コンフィギュレーション モードを

終了します。ユニキャスト RPF を適用するインター

フェイスごとに、ステップ 2 と 3 を繰り返します。
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ユニキャスト RPF のモニタリングとメンテナンス

ユニキャスト RPF のモニタリングとメンテナンス
ユニキャスト RPF を監視し、保守するには、次の作業を実行します。

ユニキャスト RPF は、不正な形式または偽造された送信元アドレスが原因でドロップまたは抑制され

たパケットの数をカウントします。ユニキャスト RPF は、次の全体的な情報とインターフェイスごと

の情報を含むドロップされたパケットまたは転送されたパケットをカウントします。

• 全体のユニキャスト RPF のドロップ 

•  インターフェイスごとのユニキャスト RPF のドロップ 

•  インターフェイスごとのユニキャスト RPF の抑制されたドロップ 

show ip traffic コマンドは、スイッチのすべてのインターフェイスについてドロップまたは抑制された

パケットの合計数（グローバル カウント）を示します。ユニキャスト RPF のドロップ数は、IP 統計情

報セクションに含まれます。

Switch# show ip traffic

IP statistics:
  Rcvd:  1471590 total, 887368 local destination
         0 format errors, 0 checksum errors, 301274 bad hop count
         0 unknown protocol, 0 not a gateway
         0 security failures, 0 bad options, 0 with options
  Opts:  0 end, 0 nop, 0 basic security, 0 loose source route
         0 timestamp, 0 extended security, 0 record route
         0 stream ID, 0 strict source route, 0 alert, 0 other
  Frags: 0 reassembled, 0 timeouts, 0 couldn't reassemble
         0 fragmented, 0 couldn't fragment
  Bcast: 205233 received, 0 sent
  Mcast: 463292 received, 462118 sent
  Sent:  990158 generated, 282938 forwarded

! The second line below (“0 unicast RPF”) displays Unicast RPF packet dropping 
information.

  Drop:  3 encapsulation failed, 0 unresolved, 0 no adjacency
         0 no route, 0 unicast RPF, 0 forced drop

ドロップまたは抑制されたパケットの数がゼロ以外の値の場合、次の 2 つのいずれかを意味する可能性

があります。

• ユニキャスト RPF は、不正な送信元アドレスを持つパケットをドロップまたは抑制しています

（通常の動作）。

• 非対称ルーティングが存在する環境でユニキャスト RPF を使用するようにルータが誤って設定さ

れているため、ユニキャスト RPF は正規のパケットをドロップまたは抑制しています。つまり、

送信元アドレスに対する 適なリターン パスとして複数のパスが存在する環境の場合です。

show ip interface コマンドを使用すると、特定のインターフェイスでドロップまたは抑制されたパ

ケットの総数が表示されます。特定の ACL を使用するようにユニキャスト RPF が設定されている場

合、ドロップの統計情報と共にその ACL の情報が表示されます。

Switch> show ip interface fast 2/1

コマンド 目的

Switch# show ip traffic ユニキャスト RPF によるドロップまたはドロップ抑制

に関するグローバル ルータの統計情報を表示します。

Switch(config-if)# no ip verify unicast インターフェイスでユニキャスト RPF をディセーブル

にします。



34-12
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-25340-01-J

第 34 章      uRPF の設定

ユニキャスト RPF の設定例：着信および発信フィルタ

   Unicast RPF ACL 197
   1 unicast RPF drop
   1 unicast RPF suppressed drop

show access-lists コマンドを使用すると、特定のアクセス リストの特定のエントリに見つかった一致

の数が表示されます。

Switch> show access-lists

Extended IP access list 197
     deny ip 192.168.201.0 0.0.0.63 any log-input (1 match)
     permit ip 192.168.201.64 0.0.0.63 any log-input (1 match)
     deny ip 192.168.201.128 0.0.0.63 any log-input
     permit ip 192.168.201.192 0.0.0.63 any log-input

ユニキャスト RPF の設定例：着信および発信フィルタ
次の例では、ごくシンプルなシングルホームの ISP を使用して、ユニキャスト RPF と併用される入力

および出力フィルタの概念について説明します。この例では、ISP が割り当てた Classless Interdomain 
Routing（CIDR; クラスレス ドメイン間ルーティング）ブロック 209.165.202.128/28 を示します。

アップストリーム インターフェイスでインバウンドおよびアウトバウンド フィルタの両方があります。

ただし、通常の ISP はシングルホームではありません。非対称フローについての規定（発信トラフィッ

クが 1 つのリンクから発信され、別のリンクを使用して戻る場合）を設計して ISP の境界ルータ上の

フィルタに組み込む必要があります。

ip cef distributed 
!
interface Serial 5/0/0
description Connection to Upstream ISP
ip address 209.165.200.225 255.255.255.252
no ip redirects
no ip directed-broadcast
no ip proxy-arp
ip verify unicast reverse-path rx allow-default
ip access-group 111 in
ip access-group 110 out

!
access-list 110 permit ip 209.165.202.128 0.0.0.31 any
access-list 110 deny ip any any log 
access-list 111 deny ip host 0.0.0.0 any log
access-list 111 deny ip 127.0.0.0 0.255.255.255 any log
access-list 111 deny ip 10.0.0.0 0.255.255.255 any log
access-list 111 deny ip 172.16.0.0 0.15.255.255 any log
access-list 111 deny ip 192.168.0.0 0.0.255.255 any log
access-list 111 deny ip 209.165.202.128 0.0.0.31 any log
access-list 111 permit ip any any
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IP マルチキャストの設定

この章では、Catalyst 4500 シリーズ スイッチ上での IP マルチキャスト ルーティングについて説明し

ます。IP マルチキャスト ルーティングの設定手順および設定例も示します。

（注） IP マルチキャストの詳細については、次の URL を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6552/products_ios_technology_home.html

（注） この章で使用するスイッチ コマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL で『Cisco 
Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』と関連資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products//hw/switches/ps4324/index.html

『Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』に掲載されていないコマンドについては、より詳

細な Cisco IOS ライブラリを参照してください。次の URL でCisco IOS コマンド リファレンスと関連

資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html

この章の主な内容は、次のとおりです。

• 「IP マルチキャストについて」（P.35-1）

• 「IP マルチキャスト ルーティングの設定」（P.35-13）

• 「IP マルチキャスト ルーティングのモニタリングおよびメンテナンス」（P.35-23）

• 「設定例」（P.35-29）

IP マルチキャストについて

（注） マルチキャスト グループに対する伝送速度の制御はサポートされていません。

IP 通信の一端である IP ユニキャストでは、送信元 IP ホストが特定の宛先 IP ホストにパケットを送信

します。この場合、IP パケットに指定される宛先アドレスは、IP ネットワーク上で一意に識別される

単一ホストのアドレスです。これらの IP パケットは、ネットワーク上の送信元ホストから、一連の

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6552/products_ios_technology_home.html
http://www.cisco.com/en/US/products//hw/switches/ps4324/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html
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IP マルチキャストについて

ルータによって宛先ホストに転送されます。送信元と宛先間のパス上の各ポイントでは、ルータがユニ

キャスト ルーティング テーブルを使用して、パケットの IP 宛先アドレスに基づきユニキャスト転送先

を決定します。

IP 通信で IP ユニキャストの対極にある IP ブロードキャストでは、送信元ホストはネットワーク セグ

メント上のすべてのホストにパケットを送信します。IP ブロードキャスト パケットの宛先アドレスで

は、宛先 IP アドレスのホスト部分がすべて 1 に設定され、ネットワーク部分がサブネットのアドレス

に設定されています。一連の IP ホスト（ルータを含む）は、宛先アドレスとして IP ブロードキャスト 
アドレスを指定されたパケットが、サブネット上のすべての IP ホスト向けであることを認識していま

す。特に設定しない限り、ルータは IP ブロードキャスト パケットを転送しないので、一般的に IP ブ
ロードキャスト通信はローカル サブネットに限定されます。

IP マルチキャストは、IP ユニキャスト通信と IP ブロードキャスト通信の中間に位置します。IP マルチ

キャスト通信によって、ホストは IP ネットワーク上の任意の場所にあるホストのグループに IP パケッ

トを送信します。IP マルチキャスト通信では、特定のグループに情報を送信するために、IP マルチ
キャスト グループ アドレスという特殊な形式の IP 宛先アドレスを使用します。IP マルチキャスト グ
ループ アドレスは、パケットの IP 宛先アドレス フィールドに指定されます。

IP 情報をマルチキャストするには、レイヤ 3 スイッチおよびルータが、IP マルチキャスト グループの

メンバに接続するすべての出力インターフェイスに、着信 IP パケットを転送する必要があります。

Catalyst 4500 シリーズ スイッチ上のマルチキャスト プロセスでは、Integrated Switching Engine でパ

ケットが複製されて適切な出力インターフェイスに転送され、マルチキャスト グループの各メンバに

送信されます。

IP マルチキャストはビデオ会議と同じものとして考えられる傾向があります。ネットワークに初めて

導入する IP マルチキャスト アプリケーションは、多くの場合ビデオ会議ですが、ビデオは企業のビジ

ネス モデルに付加価値をもたらす、さまざまな IP マルチキャスト アプリケーションの 1 つに過ぎませ

ん。生産性の向上につながるこの他の IP マルチキャスト アプリケーションとしては、マルチメディア

会議、データ複製、リアルタイム データ マルチキャスト、シミュレーション アプリケーションなどが

あります。

ここでは、次の内容について説明します。

• 「IP マルチキャスト プロトコル」（P.35-2）

• 「Catalyst 4500 シリーズ スイッチ上での IP マルチキャスト実装」（P.35-5）

• 「双方向 PIM の使用に関する制約事項」（P.35-13）

IP マルチキャスト プロトコル 
Catalyst 4500 シリーズ スイッチでは、主に次のプロトコルを使用して IP マルチキャスト ルーティン

グを実行します。

• インターネット グループ管理プロトコル（IGMP）

• Protocol Independent Multicast（PIM）

• IGMP スヌーピングおよび Cisco Group Management Protocol

図 35-1 に、これらのプロトコルが動作する IP マルチキャスト環境内の位置を示します。
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図 35-1 IP マルチキャスト ルーティング プロトコル

インターネット グループ管理プロトコル

IP マルチキャスト ホストは IGMP メッセージを使用して、ローカルのレイヤ 3 スイッチまたはルータ

に要求を送信し、特定のマルチキャスト グループに加入して、マルチキャスト トラフィックの受信を

開始します。IGMPv2 の一部の拡張機能を使用すると、IP ホストはレイヤ 3 スイッチまたはルータに

対し、IP マルチキャスト グループを脱退してマルチキャスト グループ トラフィックを受信しないよう

に求める要求も送信します。

レイヤ 3 スイッチまたはルータは、IGMP によって得た情報を使用して、マルチキャスト グループ メ
ンバーシップのリストをインターフェイス単位で維持します。インターフェイス上で少なくとも 1 つの

ホストが、マルチキャスト グループ トラフィックを受信するための IGMP 要求を送信している限り、

そのインターフェイスのマルチキャスト グループ メンバーシップはアクティブです。

プロトコル独立マルチキャスト 

PIM がプロトコルに依存しない理由は、使用されている任意のユニキャスト ルーティング プロトコル

を利用してルーティング テーブルへの書き込みを行い（Enhanced Interior Gateway Routing Protocol
（EIGRP）、Open Shortest Path First（OSPF）、Border Gateway Protocol（BGP）、およびスタティック 
ルートを含む）、IP マルチキャストをサポートするからです。PIM はさらに、完全に独立したマルチ

キャスト ルーティング テーブルを作成する代わりに、ユニキャスト ルーティング テーブルを使用して 
Reverse Path Forwarding（RPF）チェック機能を実行します。PIM は、他のルーティング プロトコル

が行うような、ルータ間でのマルチキャスト ルーティング アップデートの送受信は行いません。

PIM デンス モード（PIM-DM）

PIM Dense Mode（PIM-DM; PIM デンス モード）は、プッシュ モデルを使用してネットワークのすべ

ての部分にマルチキャスト トラフィックをフラッディングさせます。PIM-DM は、LAN TV や企業情

報または財務情報ブロードキャストなど、大部分の LAN でマルチキャストの受信が必要とされるネッ

トワークでの使用を目的としています。これは、ネットワーク上のすべてのサブネットにアクティブな

受信者が存在する場合、効率的な配信メカニズムになります。

PIM デンス モードの詳細については、次の URL を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipmulti_optim/configuration/12-2sx/imc_pim_dense_rfr
sh.html.

Catalyst 4500  

PIMIGMP 
IGMP

 A

 B

94
15

0

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipmulti_optim/configuration/12-2sx/imc_pim_dense_rfrsh.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipmulti_optim/configuration/12-2sx/imc_pim_dense_rfrsh.html
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PIM スパース モード

PIM スパース モード（PIM-SM）は、プル モデルを使用してマルチキャスト トラフィックを配信しま

す。明示的にデータを要求した、アクティブな受信者のいるネットワークだけにトラフィックが転送さ

れます。PIM-SM は、デスクトップ ビデオ会議や企業コンピューティングなど、少数の受信者がそれ

ぞれ異なるマルチキャストを一般に同時使用するネットワークでの使用を目的としています。

双方向 PIM モード

双方向 PIM（Bidir-PIM）モードでは、トラフィックは、グループのランデブー ポイント（RP）を

ルートとする双方向共有ツリーに沿ってのみルーティングされます。RP の IP アドレスはキーとして機

能し、その IP アドレスをルートとするループフリーのスパニングツリー トポロジをすべてのルータが

確立できるようにします。

Bidir-PIM は、個々の PIM ドメイン内の多数対多数の用途での使用を目的としています。双方向 PIM 
モードのマルチキャスト グループは、ソースの数によるオーバーヘッドを引き起こすことなく、任意

の数のソースに拡張できます。

双方向モードの詳細については、次の URL を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/iosswrel/ps6537/ps6552/ps6592/prod_white_paper0900ae
cd80310db2.pdf.

ランデブー ポイント（RP）

また、PIM をスパース モードで動作するよう構成する場合は、1 つまたは複数のルータを Rendezvous 
Point（RP; ランデブー ポイント）とするよう選択する必要があります。マルチキャスト グループへの

送信者は、RP を使用してその存在を通知します。マルチキャスト パケットの受信者は、RP を使用し

て新しい送信者について学習します。1 つのマルチキャスト グループのパケットが 1 つまたは複数の 
RP を使用できるように Cisco IOS ソフトウェアを構成できます。

RP アドレスは、パケットをグループに送信するホストの代わりに PIM Register メッセージを送信する

ためにファースト ホップ ルータによって使用されます。また、ラストホップ ルータでも、PIM join お
よび prune メッセージを RP に送信してグループ メンバーシップについて通知するために使用されま

す。すべてのルータ（RP ルータを含む）で RP アドレスを設定する必要があります。

1 つの PIM ルータを複数のグループの RP にすることができます。同じグループの PIM ドメイン内で

一度に使用できる RP アドレスは 1 つだけです。アクセス リストで指定されている条件は、（異なるグ

ループが異なる RP を持つことが可能なため）ルータがいずれのグループの RP であるかを決定します。

IGMP スヌーピング

IGMP スヌーピングは、レイヤ 2 スイッチング環境でのマルチキャストに使用します。IGMP スヌーピ

ングを使用する場合、レイヤ 3 スイッチまたはルータは、ホストとルータ間で転送される IGMP パ
ケットのレイヤ 3 情報を検証します。スイッチが特定のマルチキャスト グループのホストから IGMP 
Host Report を受信すると、スイッチはそのホストのポート番号を対応するマルチキャスト テーブル エ
ントリに追加します。スイッチがホストから IGMP Leave Group メッセージを受信すると、スイッチ

はテーブル エントリからそのホストのポートを削除します。

IGMP 制御メッセージはマルチキャスト パケットとして送信されるので、レイヤ 2 ヘッダーだけが検

証される場合は、マルチキャスト データと区別できません。IGMP スヌーピングが稼働しているス

イッチは、すべてのマルチキャスト データ パケットについて、関連する IGMP 制御情報が含まれてい

るかどうかを調べます。低速の CPU を搭載したローエンドのスイッチに IGMP スヌーピングを実装す

http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/iosswrel/ps6537/ps6552/ps6592/prod_white_paper0900aecd80310db2.pdf
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ると、データを高速で送信する場合、パフォーマンスに重大な影響が出る可能性があります。

Catalyst 4500 シリーズ スイッチでは、IGMP スヌーピングがフォワーディング ASIC で実装されてい

るので、転送速度に影響が出ることはありません。

Catalyst 4500 シリーズ スイッチ上での IP マルチキャスト実装

Catalyst 4500 シリーズ スイッチは、レイヤ 2 でイーサネット ブリッジング、レイヤ 3 で IP ルーティ

ングを行う ASIC ベースの Integrated Switching Engine をサポートしています。この ASIC はパケット

転送専用に設計されているので、Access Control List（ACL; アクセス コントロール リスト）および 
QoS（Quality of Service）をイネーブルにした状態で、Integrated Switching Engineハードウェアによ

り非常に高いパフォーマンスを実現します。ハードウェアによるワイヤスピードでの転送は、例外パ

ケットを処理するように設計された CPU サブシステム ソフトウェアよりもきわめて高速となります。

Integrated Switching Engineハードウェアは、VLAN 間ルーティング用のインターフェイスおよびレイ

ヤ 2 ブリッジング用のスイッチ ポートをサポートしています。また、ホスト、スイッチ、またはルー

タとの接続を設定できる物理層 3 インターフェイスともなります。

図 35-2 に、Integrated Switching Engine ハードウェアでのレイヤ 2 およびレイヤ 3 フォワーディング

の概念図を示します。

図 35-2 ハードウェアでのレイヤ 2 およびレイヤ 3 フォワーディングの概念図

ここでは、次の内容について説明します。

• 「CEF、MFIB、およびレイヤ 2 フォワーディング」（P.35-6）

• 「IP マルチキャスト テーブル」（P.35-7）

• 「ハードウェアおよびソフトウェアによる転送」（P.35-9）

• 「非 RPF トラフィック」（P.35-10）

• 「マルチキャスト高速ドロップ」（P.35-11）

• 「マルチキャスト転送情報ベース」（P.35-12）

• 「S/M,224/4」（P.35-13）

Integrated Switching Engine ASIC

L3 

L3 

L2  

68
40

2

VLAN1

Gig 1/1

VLAN2



35-6
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-25340-01-J

第 35 章      IP マルチキャストの設定

IP マルチキャストについて

CEF、MFIB、およびレイヤ 2 フォワーディング

Catalyst 4500 シリーズ スイッチに実装された IP マルチキャストは、集中型シスコ エクスプレス フォ

ワーディング（CEF）の拡張機能です。CEF は、上位層のユニキャスト ルーティング テーブル

（BGP、OSPF、EIGRP などのユニキャスト ルーティング プロトコルによって作成される）から情報

を抽出し、この情報をハードウェア Forwarding Information Base（FIB; 転送情報ベース）にロードし

ます。FIB のユニキャスト ルートを使用すると、上位層のルーティング テーブルでルートが変更され

た場合でも、ハードウェア ルーティング ステートの 1 つのルートを変更するだけです。ハードウェア

でユニキャスト パケットを転送するために、Integrated Switching Engine は Ternary CAM（TCAM）

から送信元および宛先ルートを検索し、ハードウェア FIB から隣接インデックスを取り出して、ハー

ドウェア ネイバー テーブル関係からレイヤ 2 リライト情報およびネクストホップ アドレスを取得しま

す。

Multicast Forwarding Information Base（MFIB; マルチキャスト転送情報ベース）サブシステムは、ユ

ニキャスト CEF のマルチキャスト版です。この MFIB サブシステムは、PIM および IGMP によって作

成されるマルチキャスト ルートを抽出し、ハードウェア転送のためのプロトコル独立フォーマットに

します。MFIB サブシステムは、プロトコル固有の情報を削除し、必要なフォワーディング情報だけを

残します。MFIB テーブルの各エントリは、（S,G）または（*,G）ルート、入力 RPF VLAN、および

レイヤ 3 出力インターフェイスのリストで構成されます。MFIB サブシステムは、プラットフォーム依

存の管理ソフトウェアと連携して、このマルチキャスト ルーティング情報をハードウェア FIB および

ハードウェア Replica Expansion Table（RET）にロードします。

Catalyst 4500 シリーズ スイッチは、レイヤ 3 ルーティングとレイヤ 2 ブリッジングを同時に実行しま

す。いずれの VLAN インターフェイスにも複数のレイヤ 2 スイッチ ポートを設定できます。マルチ

キャスト パケットを転送すべき出力スイッチ ポートの集合を判別するため、Supervisor Engine III は
レイヤ 3 の MFIB 情報をレイヤ 2 のフォワーディング情報と組み合わせ、ハードウェア MET に保存し

てパケット複製を行います。

図 35-3 に、Catalyst 4500 シリーズ スイッチがユニキャスト ルーティング、マルチキャスト ルーティ

ング、およびレイヤ 2 ブリッジング情報を組み合わせ、ハードウェアで転送を実行する機能の概要を示

します。

図 35-3 ハードウェアでの CEF、MFIB、およびレイヤ 2 転送情報の組み合わせ
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MFIB ルートは、CEF ユニキャスト ルートと同様にレイヤ 3 であるため、該当するレイヤ 2 情報と結

合する必要があります。MFIB ルートの例を示します。

(*,224.1.2.3)
RPF interface is Vlan3
Output Interfaces are:
Vlan 1
Vlan 2

ルート（*,224.1.2.3）がハードウェア FIB テーブルにロードされ、出力インターフェイスのリストが 
MET にロードされます。出力インターフェイスのリストへのポインタ、MET インデックス、および 
RPF インターフェイスも、（*,224.1.2.3）ルートとともにハードウェア FIB にロードされます。ハード

ウェアにこの情報をロードすることで、レイヤ 2 情報との結合を開始できるようになります。VLAN 1 
上の出力インターフェイスについて、Integrated Switching Engine は VLAN 1 上でスパニングツリー 
フォワーディング ステートにあるすべてのスイッチ ポートにパケットを送信する必要があります。同

じプロセスが VLAN 2 に適用されます。VLAN 2 内のスイッチ ポートのセットを決定するために、レ

イヤ 2 転送テーブルが使用されます。

ハードウェアがパケットをルーティングする場合、すべての出力インターフェイスのすべてのスイッチ 
ポートにパケットを送信するだけでなく、ハードウェアは入力 VLAN の（パケットが到着したスイッ

チ ポートを除く）すべてのスイッチ ポートにも、パケットを送信します。たとえば、VLAN 3 に 2 つ
のスイッチ ポート Gig 3/1 および Gig 3/2 があると仮定します。Gig 3/1 上のホストがマルチキャスト 
パケットを送信すると、Gig 3/2 上のホストもそのパケットを受信しなければならない場合があります。

Gig 3/2 上のホストにマルチキャスト パケットを送信するには、MET にロードされるポート セットに

入力 VLAN のすべてのスイッチ ポートを追加する必要があります。

VLAN 1 に 1/1 および 1/2、VLAN 2 に 2/1 および 2/2、VLAN 3 に 3/1 および 3/2 が含まれていれば、

このルート用の MET チェーンには、スイッチ ポート 1/1、1/2、2/1、2/2、3/1、および 3/2 が含まれ

ることになります。

IGMP スヌーピングがオンの場合、パケットは VLAN 2 のすべての出力スイッチ ポートに転送される

とは限りません。IGMP スヌーピングによって、グループ メンバまたはルータが存在すると判断され

たスイッチ ポートだけに、パケットが転送されます。たとえば、VLAN 1 で IGMP スヌーピングがイ

ネーブルで、IGMP スヌーピングによってポート 1/2 だけにグループ メンバが存在すると判断された場

合、MET チェーンにはスイッチポート 1/1、1/2、2/1、2/2、3/1、および 3/2 が含まれることになりま

す。

IP マルチキャスト テーブル 

図 35-4 に、Catalyst 4500 シリーズ スイッチがハードウェアで IP マルチキャスト パケットを転送する

目的で使用する主なデータ構造を示します。
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図 35-4 IP マルチキャスト テーブルおよびプロトコル 

Integrated Switching Engine は、個々の IP マルチキャスト ルートを識別する目的で、ハードウェア 
FIB テーブルを維持します。各エントリは、宛先グループの IP アドレスおよびオプションの送信元 IP 
アドレスで構成されます。マルチキャスト トラフィックは、主に（S,G）および（*,G）の 2 種類の

ルート上を流れます。（S,G）ルートは、マルチキャスト送信元の IP アドレスと、マルチキャスト グ
ループ宛先の IP アドレスに基づいて、送信元からグループへ流れます。（*,G）ルート上のトラフィッ

クは、PIM RP からグループ G のすべてのレシーバに流れます。（*,G）ルートを使用するのは、ス

パース モード グループだけです。Integrated Switching Engine ハードウェアには、合計 128,000 の
ルート用のスペースが準備されています。これらがユニキャスト ルート、マルチキャスト ルート、お

よびマルチキャスト高速ドロップ エントリによって共有されます。

出力インターフェイスのリストは、Multicast Expansion Table（MET）に保存されます。MET には、

大 32,000 の出力インターフェイス リスト用のスペースがあります。（RET には、 大 102 K エント

リ（フラッディング セットに 32 K、マルチキャスト エントリに 70,000 使用）が可能です）。MET リ
ソースは、レイヤ 3 マルチキャスト ルートおよびレイヤ 2 マルチキャスト エントリによって共有され

ます。ハードウェアで使用できる出力インターフェイス リストの実際の数は、設定によって異なりま

す。マルチキャスト ルートの総数が 32,000 を超えると、Integrated Switching Engine によってマルチ

キャスト パケットをスイッチングできなくなる場合があります。そのパケットは、CPU サブシステム

によってきわめて低い速度で転送されることになります。

（注） （RET では 大 102K エントリサポートされます（フラッディング セットに 32K、マルチキャスト エ
ントリに 70 K 使用）。
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（注） リリース IOS XE 3.3.0SG (15.1(1)SG) よりも前では、部分的なルーティングは Catalyst 4900M、

Catalyst 4948E、Supervisor Engine 6-E、Supervisor Engine 6L-E、Supervisor Engine 7-E、および 
Supervisor Engine 7L-E ではサポートされません。ハードウェアおよびソフトウェア ルーティングだ

けがサポートされます。リリース IOS XE 3.3.0SG (15.1(1)SG) 以降、部分的なルーティングはすべて

のスーパーバイザ エンジン上でサポートされます。

ハードウェアおよびソフトウェアによる転送

Integrated Switching Engine は通常、パケットをハードウェアで非常に高速で転送します。CPU サブ

システムは、例外パケットをソフトウェアで転送します。Integrated Switching Engine が大部分のパ

ケットをハードウェアで転送していることは、統計レポートからわかります。

図 35-5 に、ハードウェアとソフトウェアの転送コンポーネントの概念図を示します。

図 35-5 ハードウェアおよびソフトウェアの転送コンポーネント

Integrated Switching Engine は、通常の動作モードでは、ハードウェアで VLAN 間ルーティングを実

行します。CPU サブシステムは、ソフトウェアによる転送のために、総称ルーティング カプセル化

（GRE）トンネルをサポートしています。

複製は、パケットの 1 コピーを送信する代わりに、パケットを複製して複数のコピーを送信する転送の

一種です。レイヤ 3 で複製が行われるのは、マルチキャスト パケットに限られます。ユニキャスト パ
ケットが複数のレイヤ 3 インターフェイス用に複製されることはありません。IP マルチキャスト動作

では、着信した IP マルチキャスト パケットごとに、そのパケットの多くの複製が送信されます。

IP マルチキャスト パケットを伝送するルートのタイプは、次のとおりです。

• ハードウェア ルート 

• ソフトウェア ルート 

• 部分的なルート 

Integrated Switching Engine CPU 
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ハードウェア ルートは、Integrated Switching Engine ハードウェアがパケットのすべての複製を転送す

る場合に発生します。ソフトウェア ルートは、CPU サブシステム ソフトウェアがパケットのすべての

複製を転送する場合に発生します。部分的なルートは、Integrated Switching Engine が一部の複製を

ハードウェアで転送し、CPU サブシステムが一部の複製をソフトウェアで転送する場合に発生します。

部分的なルート

（注） 以下に記載する条件が成立する場合、CPU サブシステム ソフトウェアによって複製が転送されます

が、ハードウェアによる複製の転送パフォーマンスに影響はありません。

あるルートに対するパケットの複製の一部が CPU サブシステムによって転送される条件は、次のとお

りです。

• ip igmp join-group コマンドを使用して、マルチキャスト送信元の RPF インターフェイス上の IP 
マルチキャスト グループのメンバとしてスイッチを設定している場合。

• スイッチが PIM スパース モードの送信元へのファースト ホップである場合。スイッチは RP に 
PIM Register メッセージを送信する必要があります。

ソフトウェア ルート

（注） RPF インターフェイスまたは出力インターフェイスの設定について次の条件が 1 つでも成立すると、

出力のすべての複製はソフトウェアで実行されます。

あるルートに対するパケットの複製の一部が CPU サブシステム ソフトウェアによって転送される条件

は、次のとおりです。

• インターフェイスがマルチキャスト ヘルパーを使用して設定されている場合。

• インターフェイスが GRE トンネルまたはディスタンス ベクトル マルチキャスト ルーティング プ
ロトコル（DVMRP）トンネルである場合。

• インターフェイスが Advanced Research Products Agency（ARPA; 高等研究計画局）以外のカプセ

ル化を使用している場合。

次のパケットは、常にソフトウェアによって転送されます。

• 224.0.0.*（* は 0 ～ 255）の範囲のマルチキャスト グループに送信されるパケット。この範囲は、

ルーティング プロトコルが使用します。レイヤ 3 スイッチングでは、この範囲以外のすべてのマ

ルチキャスト グループ アドレスがサポートされています。

• IP オプション付きのパケット。

非 RPF トラフィック

Reverse Path Forwarding（RPF）チェックに失敗したトラフィックを、非 RPF トラフィックといいま

す。Integrated Switching Engine は、非 RPF トラフィックをフィルタリング（持続的にドロップ）する

か、またはレート制限して転送します。

複数の レイヤ 3 スイッチ またはルータが同一の LAN セグメントに接続されている冗長な構成で、送

信元から発信インターフェイス上の受信側へマルチキャスト トラフィックを転送するのは、1 台の装置

だけです。  図 35-6に、一般的なネットワーク構成で非 RPF トラフィックが発生した状況を示します。
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図 35-6 スタブ ネットワークにおける冗長マルチキャスト ルータの構成

この種のトポロジでは、PIM Designated Router（PIM DR; PIM 指定ルータ）であるルータ A だけが共

通の VLAN にデータを転送します。ルータ B は転送されたマルチキャスト トラフィックを受信します

が、このトラフィックをドロップします。不正なインターフェイスでこのトラフィックが着信したの

で、RPF チェックに失敗するためです。このように RPF チェックに失敗するトラフィックを、「非 
RPF トラフィック」といいます。

マルチキャスト高速ドロップ

PIM-SM、PIM-DM などの IP マルチキャスト プロトコルでは、（S,G）または（*,G）ルートごとに、

対応する着信インターフェイスがあります。このインターフェイスを、RPF インターフェイスといい

ます。予測される RPF インターフェイスとは異なるインターフェイスにパケットが到着することもあ

ります。その場合、PIM によってパケットに特殊なプロトコル処理を行うために、そのパケットを 
CPU サブシステム ソフトウェアに転送する必要があります。PIM が実行する特殊なプロトコル処理の

例としては、PIM アサート プロトコルがあります。

デフォルトでは、Integrated Switching Engine ハードウェアは、非 RPF インターフェイスに着信した

すべてのパケットを CPU サブシステム ソフトウェアに送信します。ただし、これらの非 RPF パケッ

トはほとんどの場合、マルチキャスト ルーティング プロトコルに必要ではないので、多くの場合、ソ

フトウェアによる処理は不要です。何の処置も行わなければ、ソフトウェアに送信される非 RPF パ
ケットのため、CPU に負荷がかかるおそれがあります。

リリース IOS XE 3.3.0SG (15.1(1)SG) よりも前では、この状況の発生を避けるために、PU サブシステ

ム ソフトウェアは、スイッチ上で実行されている PIM プロトコルが必要としない RPF 失敗パケットを

受信すると、ハードウェア内に高速ドロップ エントリをロードします。高速ドロップ エントリに一致

するパケットは、入力 VLAN でブリッジングされますが、ソフトウェアには送信されません。した

がって、CPU サブシステムが、これらの RPF エラーを不必要に処理して過負荷になるようなことはあ

りません。ただし、このプロセスはハードウェア内に高速ドロップ エントリを維持する必要がありま

した。FLCAM スペースに制限があるため、ハードウェアにインストールされる高速ドロップ エント

リの数も制限されました。

リリース IOS XE 3.3.0SG (15.1(1)SG) 以降、高速ドロップ エントリをインストールするのではなく、

スイッチは Dynamic Buffer Limiting（DBL）を使用します。このフローベースの輻輳回避メカニズム

は、各トラフィック フローのキュー長を追跡することによりアクティブ キュー管理を提供します。フ

ローのキュー長がその設定された制限を超える場合、DBL がパケットをドロップします。CPU が過負

荷にならないように、レート DBL は、CPU サブシステムに対する非 RPF トラフィックを制限します。

パケットは CPU に対してフローごとにレート制限されます。CAM に高速ドロップ エントリをインス

トールすることは不要なため、スイッチで処理できる高速ドロップ フローの数を制限する必要はあり

ません。

 A  B

 A

 B

 

 RPF 68
33

1
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リンクのダウン、ユニキャスト ルーティング テーブルの変更などのプロトコル イベントによって、安

全に高速ドロップが可能なパケットの集合に影響が出ることがあります。以前は高速ドロップを行って

も問題のなかったパケットを、トポロジの変更後、PIM ソフトウェアに処理させるため、CPU サブシ

ステム ソフトウェアに転送する必要があります。CPU サブシステム ソフトウェアは、プロトコル イベ

ントに応答して高速ドロップ エントリのフラッシュを行い、IOS の PIM コードが必要な RPF エラーを

すべて処理できるようにします。

RPF エラーが繰り返し発生する可能性があるため、一部の一般的なトポロジでは、ハードウェアにお

いて高速ドロップ エントリを使用することが重要です。高速ドロップ エントリがなければ、処理する

必要のない RPF エラー パケットによって CPU が過負荷になります。

マルチキャスト転送情報ベース

マルチキャスト転送情報ベース（MFIB）サブシステムは、Integrated Switching Engine 上の 
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ ハードウェアの IP マルチキャスト ルーティングをサポートします。

MFIB は、論理的には CPU サブシステム ソフトウェアの IP マルチキャスト ルーティング プロトコル

（PIM、IGMP、MSDP、MBGP、および DVMRP）と、ハードウェアで IP マルチキャスト ルーティン

グを管理するためのプラットフォーム固有のコードとの中間に存在します。MFIB は、マルチキャスト 
ルーティング プロトコルによって作成されたルーティング テーブル情報を、Integrated Switching 
Engine ハードウェアが効率的に処理して転送に使用可能な、簡易なフォーマットに変換します。

マルチキャスト ルーティング テーブルの情報を表示するには、show ip mroute コマンドを使用しま

す。MFIB テーブルの情報を表示するには、show ip mfib コマンドを使用します。

MFIB テーブルには、IP マルチキャスト ルートの集合が含まれます。IP マルチキャスト ルートには

（S,G）および（*,G）が含まれます。MFIB テーブルの各ルートに、オプションの 1 つまたは複数のフ

ラグを対応付けることができます。ルート フラグは、ルートに一致するパケットの転送方法を指示し

ます。たとえば、MFIB ルートに付けられた Internal Copy（IC）フラグは、スイッチ上のプロセスが

パケットのコピーを受信する必要があることを意味します。MFIB ルートに対応付けできるフラグは、

次のとおりです。

• Internal Copy（IC）フラグ：ルータ上のプロセスが、特定のルートに一致するすべてのパケット

のコピーを受信する必要がある場合に設定します。

• Signalling（S）フラグ：このルートに一致するパケットを受信したときに、プロセスに通知する

必要がある場合に設定します。シグナリング インターフェイス上でのパケット受信に応答して、

プロトコル コードが MFIB ステートを更新するなどの動作を行うことが考えられます。

• Connected（C）フラグ：このフラグを MFIB ルートに設定した場合、直接接続されたホストに

よってルートに送信されたパケットだけをプロトコル プロセスに通知する必要があるという点を

除き、Signalling（S）フラグと同じ意味を持ちます。

ルートには、1 つまたは複数のインターフェイスに対応するオプションのフラグを設定することもでき

ます。たとえば、VLAN 1 に関するフラグを設定した（S,G）ルートは、VLAN 1 に着信するパケット

をどのように扱うべきかと、このルートに一致するパケットを VLAN 1 に転送すべきかを示します。

MFIB でサポートされるインターフェイス単位のフラグは、次のとおりです。

• Accepting（A）：マルチキャスト ルーティングで RPF インターフェイスであることが明らかなイ

ンターフェイスに設定します。Accepting（A）をマークされたインターフェイスに着信したパ

ケットは、すべての Forwarding（F）インターフェイスに転送されます。

• Forwarding（F）：上記のように、Accepting（A）フラグと組み合わせて使用します。Forwarding 
インターフェイスの集合は、マルチキャスト「olist」（output interface list）と呼ばれるものを形成

します。

• Signalling（S）：このインターフェイスにパケットが着信したとき、Cisco IOS の何らかのマルチ

キャスト ルーティング プロトコル プロセスに通知する必要がある場合に設定します。
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（注） PIM-SM ルーティングを使用している場合、MFIB ルートには 

PimTunnel [1.2.3.4] などのインターフェイスが含まれる場合があります。

これは、パケットが特定の宛先アドレスに対してトンネリングされていることを表すために、MFIB サ
ブシステムが作成する仮想インターフェイスです。PimTunnel インターフェイスは、通常の show 
interface コマンドでは表示できません。

S/M,224/4

MFIB では、マルチキャスト対応のインターフェイスごとに（S/M,224/4）エントリが作成されます。

このエントリによって、直接接続されたネイバーから送信されたすべてのパケットが、PIM-SM RP に 
Register カプセル化されるようになります。一般に、PIM-SM によって（S,G）ルートが確立されるま

での間、ごく少数のパケットだけが（S/M,224/4）ルートを使用して転送されます。

たとえば、IP アドレス 10.0.0.1 およびネットマスク 255.0.0.0 のインターフェイスで、送信元アドレス

がクラス A ネットワーク 10 に所属する IP マルチキャスト パケットにすべて一致するルートが作成さ

れるとします。このルートは、慣例的なサブネット /マスク長の表記では（10/8,224/4）と記述されま

す。インターフェイスに複数の IP アドレスが割り当てられている場合には、これらの IP アドレスごと

に 1 つずつルートが作成されます。

双方向 PIM の使用に関する制約事項

制約事項は次のとおりです。

• IPv4 双方向（Bidir）PIM は Catalyst 4900M、Catalyst 4948E、Supervisor Engine 6-E、
Supervisor Engine 6L-E、Supervisor Engine 7-E、および Supervisor Engine 7L-E でサポートされ

ます。IPv6 Bidir PIM はサポートされません。

• Catalyst 4500 シリーズ スイッチでは、ハードウェアの Bidir PIM トラフィックを 大 7 つまでの 
RP に転送できます。8 つ以上の Bidir RP を設定した場合は、ハードウェア内のトラフィックを

初の 7 つの RP だけに転送できます。残りの RP に向けられたトラフィックは、ソフトウェア内で

転送されます。

IP マルチキャスト ルーティングの設定
ここでは、IP マルチキャスト ルーティングの設定作業について説明します。

• 「IP マルチキャスト ルーティングのデフォルト設定」（P.35-14）

• 「IP マルチキャスト ルーティングのイネーブル化」（P.35-14）

• 「インターフェイス上での PIM のイネーブル化」（P.35-15）

• 「双方向モードのイネーブル化」（P.35-16）

• 「PIM-SSM マッピングのイネーブル化」（P.35-17）

• 「RP の設定」（P.35-17）

• 「単一スタティック RP の設定」（P.35-21）

• 「IP マルチキャスト トラフィックのロード分割」（P.35-22）
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Auto-RP、PIM バージョン 2、および IP マルチキャスト スタティック ルートなどの IP マルチキャス

ト ルーティングの詳細については、『Cisco IOS IP and IP Routing Configuration Guide, Cisco IOS 
Release 12.3』を参照してください。

IP マルチキャスト ルーティングのデフォルト設定

表 35-1 に、IP マルチキャストのデフォルト設定を示します。

（注） Source Specific Multicast および IGMPv3 がサポートされています。

IGMPv3 および IGMP を備えた Source Specific Multicast の詳細については、次の URL を参照してく

ださい。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipmulti/configuration/guide/imc_cfg_ssm_ps6350_TSD_Product
s_Configuration_Guide_Chapter.html

IP マルチキャスト ルーティングのイネーブル化

IP マルチキャスト ルーティングをイネーブルにすると、Catalyst 4500 シリーズ スイッチでマルチキャ

スト パケットを転送できるようになります。ルータ上で IP マルチキャスト ルーティングをイネーブル

にするには、次のコマンドを入力します。

表 35-1 IP マルチキャストのデフォルト設定

機能 デフォルト値

RPF のレート制限 グローバルにイネーブル 

IP マルチキャスト ルー

ティング

グローバルにディセーブル

（注） IP マルチキャスト ルーティングがディセーブルになっている場

合、IP マルチキャスト トラフィック データは Catalyst 4500 シ
リーズ スイッチによって転送されません。ただし、IP マルチキャ

スト制御トラフィックは引き続き処理および転送されます。IP マ
ルチキャスト ルーティングをディセーブルにしても、IP マルチ

キャスト ルートはルーティング テーブルに残ります。

PIM すべてのインターフェイス上でディセーブル

IGMP スヌーピング すべての VLAN インターフェイス上でイネーブル

（注） 特定のインターフェイス上で IGMP スヌーピングをディセーブル

にすると、すべての出力ポートが Integrated Switching Engine に
よって転送されます。入力 VLAN インターフェイス上で IGMP ス
ヌーピングをディセーブルにすると、そのインターフェイスに関

連するマルチキャスト パケットは、VLAN 上のすべてのフォワー

ディング スイッチ ポートに送信されます。

コマンド 目的

Switch(config)# ip multicast-routing IP マルチキャスト ルーティングをイネーブルにし

ます。 

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipmulti/configuration/guide/imc_cfg_ssm_ps6350_TSD_Products_Configuration_Guide_Chapter.html
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インターフェイス上での PIM のイネーブル化

インターフェイス上で PIM をイネーブルにすると、そのインターフェイス上で IGMP 動作もイネーブ

ルになります。インターフェイスは、デンス モード、スパース モード、またはスパース /デンス モー

ドのいずれかに設定できます。これらのモードは、レイヤ 3 スイッチまたはルータによるマルチキャ

スト ルーティング テーブルの書き込み方法と、レイヤ 3 スイッチまたはルータが直接接続された LAN 
から受信したマルチキャスト パケットの転送方法を決定します。IP マルチキャスト ルーティングを実

行するには、インターフェイスに対して、これらの PIM モードのいずれかをイネーブルにする必要が

あります。

マルチキャスト ルーティング テーブルの書き込みでは、デンス モード インターフェイスは常にテーブ

ルに追加されます。スパース モード インターフェイスは、ダウンストリーム ルータから定期的な Join 
メッセージを受信した場合、またはインターフェイス上に直接接続されたメンバが存在する場合に限

り、テーブルに追加されます。LAN から転送する場合、グループが認識している RP があれば、SM 動
作が行われます。その場合、パケットはカプセル化され、その RP に送信されます。認識している RP 
がなければ、パケットは DM 方式でフラッディングされます。特定の送信元からのマルチキャスト ト
ラフィックが十分であれば、受信側のファーストホップ ルータがその送信元に Join メッセージを送信

し、送信元を基点とするディストリビューション ツリーが構築されます。

デフォルトで設定されるモードはありません。デフォルトでは、インターフェイス上でマルチキャスト 
ルーティングはディセーブルに設定されています。

デンス モードのイネーブル化

インターフェイス上の PIM をデンス モードに設定するには、次のコマンドを入力します。

PIM インターフェイスをデンス モードに設定する方法の例については、PIM デンス モードの例を参照

してください。

スパース モードのイネーブル化

インターフェイス上の PIM をスパース モードに設定するには、次のコマンドを入力します。

 

PIM インターフェイスをスパース モードに設定する方法の例については、PIM スパース モードの例を

参照してください。

コマンド 目的

Switch(config-if)# ip pim dense-mode インターフェイス上でデンス モード PIM をイネーブル

にします。

コマンド 目的

Switch(config-if)# ip pim 
sparse-mode

インターフェイス上でスパース モード PIM をイネーブル

にします。 
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スパース /デンス モードのイネーブル化

ip pim sparse-mode または ip pim dense-mode コマンドを使用すると、インターフェイス全体にス

パース モードまたはデンス モードが適用されます。ただし、環境によっては、単一リージョン内の一

部のグループについては PIM をスパース モードで実行し、残りのグループについてはデンス モードで

実行しなければならない場合があります。

デンス モードだけ、またはスパース モードだけをイネーブルにする代わりに、スパース -デンス モー

ドをイネーブルにできます。グループがデンス モードであればインターフェイスはデンス モードとし

て処理され、グループがスパース モードであればインターフェイスはスパース モードとして処理され

ます。グループをスパース グループとして扱い、インターフェイスがスパース /デンス モードである

場合には、RP が必要です。

スパース /デンス モードを設定する場合、スパースまたはデンスの概念はスイッチ上のグループに適用

され、ネットワーク管理者は同じ概念をネットワーク全体に適用する必要があります。

スパース /デンス モードのもう 1 つの利点は、Auto-RP 情報をデンス モードの方式で配布しながら、

ユーザ グループのマルチキャスト グループをスパース モードの方式で使用できるという点です。リー

フ ルータ上でデフォルト RP を設定する必要はありません。

インターフェイスがデンス モードで取り扱われる場合、次のいずれかの条件が満たされると、そのイ

ンターフェイスはマルチキャスト ルーティング テーブルの発信インターフェイス リストに追加されま

す。

• メンバまたは DVMRP ネイバーがインターフェイスに存在する場合

• PIM ネイバーが存在し、グループがプルーニングされていない場合

インターフェイスがスパース モードで取り扱われる場合、次のいずれかの条件が満たされると、その

インターフェイスはマルチキャスト ルーティング テーブルの発信インターフェイス リストに追加され

ます。

• メンバまたは DVMRP ネイバーがインターフェイスに存在する場合

• インターフェイス上の PIM ネイバーが明示的な Join メッセージを受信している場合

PIM がグループと同じモードで動作できるようにするには、次のコマンドを入力します。

双方向モードのイネーブル化

Bidir-PIM のほとんどの設定要件は、PIM-SM の設定要件と同じです。双方向モードでマルチキャスト 
グループのトラフィックを伝送する場合に、インターフェイスをイネーブルまたはディセーブルにする

必要はありません。代わりに、双方向モードで動作するマルチキャスト グループを設定します。

PIM-SM と同様に、Auto-RP、スタティック RP 設定、または PIM Version 2 Bootstrap Router
（PIMv2 BSR; PIM バージョン 2 ブートストラップ ルータ）メカニズムを使用して、この設定を行えま

す。

Bidir-PIM をイネーブルにするには、グローバル コンフィギュレーション モードで次の作業を行いま

す。

コマンド 目的

Switch(config-if)# ip pim 
sparse-dense-mode

PIM がグループに応じて、スパース モードまたはデ

ンス モードのいずれかで動作できるようにします。

コマンド 目的

Switch(config)# ip pim bidir-enable スイッチの Bidir-PIM をイネーブルにします。
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Bidir-PIM を設定するには、group-to-RP マッピングを配布するためにいずれの方法を使用するかに応

じて、次のコマンドの 1 つを入力します。

Bidir-PIM を設定する方法の例については、「双方向 PIM モードの例」（P.35-29）を参照してください。

PIM-SSM マッピングのイネーブル化

Catalyst 4500 シリーズ スイッチは、SSM マッピングをサポートし、URD も IGMP v3-lite も利用でき

ない場合、またはエンド システム上での SSM サポートが、管理上または技術上の理由から、不可能で

あるか望ましくない場合に SSM 遷移をイネーブルにします。SSM マッピングにより、IGMPv3 が未

サポートである従来型の Set-Top Box（STB; セットトップ ボックス）に映像を配信したり、IGMPv3 
ホスト スタックを利用しないアプリケーションに対して、SSM を活用できます。

詳細については、次の URL を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipmulti/configuration/guide/imc_ssm_mapping_ps6350_TSD_Pr
oducts_Configuration_Guide_Chapter.html.

RP の設定

ランデブー ポイント（RP）は Protocol Independent Multicast Sparse Mode（PIM-SM）を実行してい

るネットワークで必要です。PIM-SM でトラフィックは、明示的にマルチキャスト データを要求した

アクティブな受信者のいるネットワーク セグメントにのみ転送されます。

ランデブー ポイント（ここで説明する）を設定する も一般的な方法には、スタティック RP を使用す

る方法と、Auto-RP プロトコルを使用する方法があります。もう 1 つの方法（ここでは説明しない）

は、ブートストラップ ルータ（BSP）プロトコルを使用する方法です。

コマンド 目的

Switch(config)# ip pim rp-address 
rp-address [access-list] [override] 
bidir

特定のグループの PIM RP のアドレスを設定し、双方

向モードを指定します。

Auto-RP メカニズムまたは PIMv2 BSR メカニズムの

どちらも使用せずに group-to-RP マッピングを配布す

る場合は、このコマンドを使用します。

Switch(config)# ip pim rp-candidate 
type number [group-list access-list] 
bidir

ルータ自体を BSR に対する PIM バージョン 2 の候補 
RP としてアドバタイズし、双方向モードを指定しま

す。

PIMv2 BSR メカニズムを使用して group-to-RP マッ

ピングを配布する場合は、このコマンドを使用しま

す。

Switch(config)# ip pim send-rp-address 
type number scope ttl-value 
[group-list access-list] [interval 
seconds] bidir

Auto-RP を使用してルータが RP として動作するグ

ループの設定を行うようにルータを設定し、双方向

モードを指定します。

group-to-RP マッピングを配布するために Auto-RP を
使用している場合に、このコマンドを使用します。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipmulti/configuration/guide/imc_ssm_mapping_ps6350_TSD_Products_Configuration_Guide_Chapter.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipmulti/configuration/guide/imc_ssm_mapping_ps6350_TSD_Products_Configuration_Guide_Chapter.html
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Auto-RP の設定

自動ランデブ― ポイント（Auto-RP）は、PIM ネットワークでの group-to-RP マッピングの配布を自

動化します。Auto-RP が機能するためには、RP アナウンスメント メッセージを RP から受信して競合

を解決する RP マッピング エージェントとしてルータが指定されている必要があります。その後、RP 
マッピング エージェントは、デンス モード フラッディングにより、一貫した group-to-RP マッピング

を他のすべてのルータに送信します。

すべてのルータは、サポート対象のグループに使用する RP を自動的に検出します。インターネット割

り当て番号局（IANA）は、224.0.1.39 と 224.0.1.40 という 2 つのグループ アドレスを Auto-RP 用に

割り当てています。

マッピング エージェントは、Candidate-RP から RP になる意図の通知を受信します。その後、マッピ

ング エージェントが RP 選定の結果を通知します。この通知は、他のマッピング エージェントによる

決定とは別に行われます。

ランデブー ポイントを設定するには、次の作業を行います。

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 Switch> enable 特権 EXEC モードをイネーブルにします。

ステップ 2 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 3 Switch(config)# ip multicast-routing IP マルチキャスト ルーティングをイネーブルにします。

ステップ 4 Switch(config)# interface [FastEthernet | 
GigabitEthernet | Loopback | Null | 
Port-channel | TenGigabitEthernet | Tunnel | 
Vlan] number

PIM をイネーブルにできるホストに接続されているイン

ターフェイスを選択します。

ステップ 5 Switch(config-if)# ip pim [sparse-mode | 
sparse-dense-mode]

インターフェイスで PIM スパースまたはスパース /デンス 
モードをイネーブルにします。スパース モードで Auto-RP 
を設定している場合、次のステップで Auto-RP リスナーも

設定する必要があります。

ステップ 6 Switch(config-if)# exit グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 7 すべての PIM インターフェイス上でステップ 4 およ

び 5 を繰り返します。

—

ステップ 8 Switch(config)# ip pim autorp listener 2 つの Auto-RP グループ 224.0.1.39 と 224.0.1.40 の IP マ
ルチキャスト トラフィックを PIM スパース モードで動作

しているインターフェイスでフラッディングされる PIM デ
ンス モードにします。

• ステップ 8 でスパース /デンス モードを設定している

場合、このステップはスキップします。
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ステップ 9 Switch(config)# ip pim send-rp-announce 
{interface-type interface-number | ip-address} 
scope ttl-value [group-list access-list] 
[interval seconds] [bidir]

RP アナウンスメントをすべての PIM 対応インターフェイ

スに送信します。

• RP ルータでのみこのステップを実行します。

• RP アドレスとして使用する IP アドレスを定義するに

は、interface-type 引数と interface-number 引数を使

用します。

• 直接接続されている IP アドレスを RP アドレスとして

指定するには、ip-address 引数を使用します。

（注） このコマンドに ip-address 引数が設定されている

場合、RP 通知メッセージがこのアドレスが接続さ

れているインターフェイスによって送信されます

（つまり、RP 通知メッセージの IP ヘッダーのソー

ス アドレスがそのインターフェイスの IP アドレス

です）。

• 次の例は、 大ホップ数が 31 でインターフェイスが

イネーブルであることを示します。ルータは、ループ

バック インターフェイス 0 に関連付けられた IP アド

レスによって RP として識別されることを望みます。

アクセス リスト 5 はこのルータが RP として機能して

いるグループを示しています。

ステップ 10 Switch(config)# ip pim send-rp-discovery 
[interface-type interface-number] scope 
ttl-value [interval seconds]

ルータを RP マッピング エージェントとして設定します。

• RP ルータでのみこのステップを実行します。

• RP マッピング エージェントのソース アドレスとして

使用する IP アドレスを定義するには、オプションの 
interface-type 引数と interface-number 引数を使用し

ます。

• Auto-RP 検出メッセージの IP ヘッダーで存続可能時

間（TTL）値を指定するには、scope キーワードと 
ttl-value 引数を使用します。

• Auto-RP 検出メッセージが送信される間隔を指定する

には、オプションの interval キーワードと seconds 引
数を使用します。

（注） Auto-RP 検出メッセージが送信される間隔をデ

フォルト値の 60 秒から減らすと、group-to-RP 
マッピングのより頻繁なフラッディングが発生し

ます。一部のネットワーク環境では、間隔を短縮

する欠点（制御パケットのオーバーヘッドの増加）

が利点（Requirementsgroup-to-RP マッピングのよ

り頻繁な更新）を上回る場合があります。

• 例では、ループバック インターフェイス 1 で Auto-RP 
検出メッセージを 31 ホップに制限していることを示

しています。

コマンドまたはアクション 目的
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次に、Auto-RP を設定する例を示します。

Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# ip multicast-routing
Switch(config)# interface ethernet 1
Switch(config-if)# ip pim sparse-mode
Switch(config-if)# end
Switch(config)# ip pim autorp listener
Switch(config)# ip pim send-rp-announce loopback0 scope 31 group-list 5 
Switch(config)# ip pim send-rp-discovery loopback 1 scope 31
Switch(config)# ip pim rp-announce-filter rp-list 1 group-list 2
Switch(config)# interface ethernet 1
Switch(config-if)# ip multicast boundary 10 filter-autorp
Switch(config-if)# end
Switch# show ip pim autorp

ステップ 11 Switch(config)# ip pim rp-announce-filter 
rp-list access-list group-list access-list

RP から送信された着信 Auto-RP アナウンスメント メッ

セージをフィルタリングします。

• RP ルータでのみこのステップを実行します。

• このステップに適用する 2 つのアクセス リストの例は

次のとおりです。

access-list 1 permit 10.0.0.1 
access-list 1 permit 10.0.0.2 
access-list 2 permit 224.0.0.0 15.255.255.255 

ステップ 12 Switch(config)# interface type number PIM をイネーブルにできるホストに接続されているイン

ターフェイスを選択します。

ステップ 13 Switch(config-if)# interface ethernet 1
ip multicast boundary access-list 
[filter-autorp]

管理用スコープの境界を設定します。

• このステップは、他のルータとの境界であるインター

フェイス上で実行します。

• この作業ではアクセス リストは表示されません。

• deny キーワードを使用するアクセス リスト エントリ

はそのエントリに一致するパケットのマルチキャスト

境界を作成します。

ステップ 14 Switch(config-if)# end EXEC モードに戻ります。

ステップ 15 Switch# show ip pim autorp （任意）Auto-RP 情報を表示します。

ステップ 16 Switch# show ip pim rp [mapping] [rp-address] （任意）ネットワークで既知の RP を表示し、ルータが各 
RP について学習する方法を示します。

ステップ 17 Switch# show ip igmp groups [group-name | 
group-address | interface-type 
interface-number] [detail]

（任意）ルータに直接接続されている、インターネット グ
ループ管理プロトコル（IGMP）を通じて学習されたレ

シーバを持つマルチキャスト グループを表示します。

• レシーバ情報が結果に確実に表示されるには、レシー

バは、このコマンドが発行される時点でネットワーク

上においてアクティブである必要があります。

ステップ 18 Switch# show ip mroute [group-address | 
group-name] [source-address | source-name] 
[interface-type interface-number] [summary] 
[count] [active kbps]

（任意）IP マルチキャスト ルーティング（mroute）テーブ

ルの内容を表示します。

コマンドまたはアクション 目的
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Switch# show ip pim rp mapping
Switch# show ip igmp groups
Switch# show ip mroute cbone-audio

単一スタティック RP の設定

PIM スパース モードを設定している場合、マルチキャスト グループの PIM RP を設定する必要があり

ます。RP は各デバイスで静的に設定するか、ダイナミック メカニズムによって学習できます。この作

業は、Auto-RP のようにダイナミック メカニズムによってルータが RP を学習するのではなく、RP を
静的に設定する方法を説明しています。

PIM Designated Router（DR）は共有ツリーに分散するために、直接接続されたマルチキャスト ソー

スから RP にデータを転送します。データは次の 2 つの方法のいずれかを使用して RP に転送されます。

データは登録パケットにカプセル化され、直接 RP にユニキャストされます。または、RP がソース ツ
リーに参加している場合は、RPF 転送アルゴリズムによってマルチキャスト転送されます。レシーバ

に直接接続されたラスト ホップ ルータは、それぞれの判断でソース ツリーに参加し、共有ツリーから

自身をプルーニングできます。

アクセス リストによって定義された複数のグループに単一の RP を設定できます。グループに RP が設

定されていない場合、ルータは PIM デンス モード技術を使用してグループをデンスとして処理します 
（no ip pim dm-fallback コマンドを設定するとこれを防げます）。

ip pim rp-address コマンドによって設定された RP と Auto-RP によって学習された RP との間に矛盾

がある場合は、override キーワードが設定されていない限り、Auto-RP 情報が使用されます。

単一スタティック RP を設定するには、次の作業を行います。

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 Switch> enable 特権 EXEC モードをイネーブルにします。

ステップ 2 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 3 Switch(config)# ip multicast-routing IP マルチキャスト ルーティングをイネーブルにします。

ステップ 4 Switch(config)# interface type number PIM をイネーブルにできるホストに接続されているイン

ターフェイスを選択します。

ステップ 5 Switch(config-if)# ip pim [sparse-mode | 
sparse-dense-mode]

インターフェイス上の PIM をイネーブルにします。スパー

ス モードを使用する必要があります。

ステップ 6 IP マルチキャストを使用するすべてのインターフェ

イスでステップ 4 と 5 を繰り返します。

—

ステップ 7 Switch(config-if)# exit グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 8 Switch(config)# ip pim rp-address rp-address 
[access-list] [override]

特定のグループの PIM RP のアドレスを設定します。

• すべてのルータでこのステップを実行します。

• access-list 引数は、この RP がどのマルチキャスト グ
ループに使用されるかを定義するアクセス リストの番

号または名前を指定します。

• override キーワードは、このコマンドによって設定さ

れた RP と Auto-RP によって学習された RP との間に

矛盾が生じた場合に、このコマンドによって設定され

た RP を優先することを指定します。

ステップ 9 Switch(config)# end 現在のコンフィギュレーション セッションを終了して、

EXEC モードに戻ります。
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次に、単一スタティック RP を設定する例を示します。

Switch> enable
Switch# configure terminal 
Switch(config)# ip multicast-routing
Switch(config)# interface ethernet 1
Switch(config-if)# ip pim sparse-mode
Switch(config-if)# exit
Switch(config)# ip pim rp-address 192.168.0.0 
Switch(config)# end
Switch# show ip pim rp mapping
Switch# show ip igmp groups
Switch# show ip mroute cbone-audio 

IP マルチキャスト トラフィックのロード分割

（注） この機能は、Enterprise Services だけでサポートされます。これは、IP Base および LAN Base ではサ

ポートされません。

ソースから 2 つ以上の等コスト パスが使用できる場合は、ユニキャスト トラフィックはそれらのパス

の間でロード分割されます。一方、マルチキャスト トラフィックは、デフォルトでは、複数の等コス

ト パスの間でロード分割されません。一般的に、マルチキャスト トラフィックは、Reverse Path 
Forwarding（RPF）ネイバーから伝送されます。Protocol Independent Multicast（PIM）仕様に従う

と、複数のネイバーが同じメトリックを持つ場合、このネイバーは も大きい IP アドレスを持ってい

なければなりません。

複数の等コスト パス間で IP マルチキャスト トラフィックのロード分割をイネーブルにするには、ip 
multicast multipath コマンドを使用します。

（注） ip multicast multipath コマンドは、双方向 Protocol Independent Multicast（PIM）では動作しませ

ん。

ステップ 10 Switch# show ip pim rp [mapping] [rp-address] （任意）ネットワークで既知の RP を表示し、ルータが各 
RP について学習する方法を示します。

ステップ 11 Switch# show ip igmp groups [group-name | 
group-address | interface-type 
interface-number] [detail]

（任意）ルータに直接接続されている、IGMP によって学

習されたレシーバを持つマルチキャスト グループを表示し

ます。

• レシーバ情報が結果に確実に表示されるには、レシー

バは、このコマンドが発行される時点でネットワーク

上においてアクティブである必要があります。

ステップ 12 Switch# show ip mroute [group-address | 
group-name] [source-address | source-name] 
[interface-type interface-number] [summary] 
[count] [active kbps]

（任意）IP マルチキャスト ルーティング（mroute）テーブ

ルの内容を表示します。

コマンドまたはアクション 目的



35-23
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-25340-01-J

第 35 章      IP マルチキャストの設定

IP マルチキャスト ルーティングのモニタリングおよびメンテナンス

IP マルチキャスト マルチパスをイネーブルにするには、次の作業を行います。

（注） ip multicast multipath コマンドは、トラフィックのロード分割を行いますが、トラフィックのロード 
バランシングは行いません。ソースからのトラフィックは、そのトラフィックがその他のソースからの

トラフィックよりはるかに多い場合でも、1 つのパスしか使用しません。

ip multicast multipath コマンドでロード分割を設定すると、システムは、S ハッシュ アルゴリズムを

使用して、ソース アドレスに基づいて、複数の等コスト パスの間でマルチキャスト トラフィックを

ロード分割します。ip multicast multipath コマンドを設定していて、複数の等コスト パスが存在する

場合、マルチキャスト トラフィックを伝送するパスは、ソース IP アドレスに基づいて選択されます。

異なる複数のソースからのマルチキャスト トラフィックは、異なる複数の等コスト パスの間でロード

分割されます。同一ソースから異なる複数のマルチキャスト グループに送信されたマルチキャスト ト
ラフィックについては、複数の等コスト パスの間でロード分割は行われません。

次に、S ハッシュ アルゴリズムを使用する、送信元アドレスに基づいた ECMP マルチキャストのロー

ド分割を、ルータ上でイネーブルにする例を示します。

Switch(config)# ip multicast multipath

次に、S-G ハッシュ アルゴリズムを使用する、送信元に基づいた ECMP マルチキャストのロード分割

を、ルータ上でイネーブルにする例を示します。

Switch(config)# ip multicast multipath s-g-hash basic

次の例は、ネクスト ホップ ベースの S-G ハッシュ アルゴリズムを使用した、ソース アドレス、グ

ループ アドレス、およびネクスト ホップ アドレスに基づく ECMP マルチキャスト ロード分割をルー

タ上でイネーブルにする方法を示します。

Switch(config)# ip multicast multipath s-g-hash next-hop-based

IP マルチキャスト ルーティングのモニタリングおよびメン
テナンス

特定のキャッシュ、テーブル、またはデータベースのすべての内容を削除できます。さらに、特定の統

計情報を表示することもできます。ここでは、IP マルチキャストのモニタリングおよびメンテナンス

方法について説明します。

• 「システムおよびネットワーク統計情報の表示」（P.35-24）

• 「マルチキャスト ルーティング テーブルの表示」（P.35-24）

• 「IP MFIB の表示」（P.35-26）

• 「双方向 PIM 情報の表示」（P.35-28）

• 「PIM 統計情報の表示」（P.35-28）

• 「テーブルおよびデータベースの削除」（P.35-28）

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# config t コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# ip multicast multipath IP マルチキャスト マルチパスをイネーブルにします。

ステップ 3 Switch(config)# end コンフィギュレーション モードを終了します。
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システムおよびネットワーク統計情報の表示

IP ルーティング テーブルやデータベースの内容など、特定の統計情報を表示できます。提供される情

報は、リソースの使用状況を判定してネットワークの問題を解決するために使用されます。さらに、

ノードの到達可能性に関する情報を表示し、デバイスのパケットがネットワークを使用して経由するパ

スを検出することもできます。

各種のルーティング統計情報を表示するには、次のコマンドのいずれかを入力します。

マルチキャスト ルーティング テーブルの表示

デンス モードで動作しているルータに関する show ip mroute コマンドの出力例を示します。このコマ

ンドでは、マルチキャスト グループ cbone-audio に関する IP マルチキャスト FIB テーブルの内容が表

示されます。

Switch# show ip mroute cbone-audio
 
IP Multicast Routing Table
Flags: D - Dense, S - Sparse, C - Connected, L - Local, P - Pruned
R - RP-bit set, F - Register flag, T - SPT-bit set
Timers: Uptime/Expires
Interface state: Interface, Next-Hop, State/Mode
 
(*, 224.0.255.1), uptime 0:57:31, expires 0:02:59, RP is 0.0.0.0, flags: DC

Incoming interface: Null, RPF neighbor 0.0.0.0, Dvmrp
Outgoing interface list:

    Ethernet0, Forward/Dense, 0:57:31/0:02:52
    Tunnel0, Forward/Dense, 0:56:55/0:01:28
 
(198.92.37.100/32, 224.0.255.1), uptime 20:20:00, expires 0:02:55, flags: C

Incoming interface: Tunnel0, RPF neighbor 10.20.37.33, Dvmrp
Outgoing interface list:

    Ethernet0, Forward/Dense, 20:20:00/0:02:52

次に、スパース モードで動作しているルータに関する show ip mroute コマンドの出力例を示します。

Switch# show ip mroute
 
IP Multicast Routing Table
Flags: D - Dense, S - Sparse, C - Connected, L - Local, P - Pruned
R - RP-bit set, F - Register flag, T - SPT-bit set
Timers: Uptime/Expires
Interface state: Interface, Next-Hop, State/Mode
 
(*, 224.0.255.3), uptime 5:29:15, RP is 198.92.37.2, flags: SC

コマンド 目的

Switch# ping [group-name | group-address] マルチキャスト グループ アドレスにインター

ネット制御メッセージ プロトコル（ICMP）エ

コー要求を送信します。

Switch# show ip mroute [hostname | 
group_number]

IP マルチキャスト ルーティング テーブルの内容

を表示します。

Switch# show ip pim interface [type number] 
[count] 

PIM に対して設定されたインターフェイスに関

する情報を表示します。 
Switch# show ip interface すべてのインターフェイスについて PIM 情報を

表示します。
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  Incoming interface: Tunnel0, RPF neighbor 10.3.35.1, Dvmrp
  Outgoing interface list:
    Ethernet0, Forward/Sparse, 5:29:15/0:02:57
 
(198.92.46.0/24, 224.0.255.3), uptime 5:29:15, expires 0:02:59, flags: C
  Incoming interface: Tunnel0, RPF neighbor 10.3.35.1
  Outgoing interface list:
    Ethernet0, Forward/Sparse, 5:29:15/0:02:57

（注） ハードウェアで転送されるパケットについては、インターフェイス タイマーは更新されません。エン

トリ タイマーは、約 5 秒ごとに更新されます。

次に、show ip mroute コマンドに summary キーワードを指定した場合の出力例を示します。

Switch# show ip mroute summary
 
IP Multicast Routing Table
Flags: D - Dense, S - Sparse, C - Connected, L - Local, P - Pruned
       R - RP-bit set, F - Register flag, T - SPT-bit set, J - Join SPT
Timers: Uptime/Expires
Interface state: Interface, Next-Hop, State/Mode
 
(*, 224.255.255.255), 2d16h/00:02:30, RP 171.69.10.13, flags: SJPC
 
(*, 224.2.127.253), 00:58:18/00:02:00, RP 171.69.10.13, flags: SJC
 
(*, 224.1.127.255), 00:58:21/00:02:03, RP 171.69.10.13, flags: SJC
 
(*, 224.2.127.254), 2d16h/00:00:00, RP 171.69.10.13, flags: SJCL
  (128.9.160.67/32, 224.2.127.254), 00:02:46/00:00:12, flags: CLJT
  (129.48.244.217/32, 224.2.127.254), 00:02:15/00:00:40, flags: CLJT
  (130.207.8.33/32, 224.2.127.254), 00:00:25/00:02:32, flags: CLJT
  (131.243.2.62/32, 224.2.127.254), 00:00:51/00:02:03, flags: CLJT
  (140.173.8.3/32, 224.2.127.254), 00:00:26/00:02:33, flags: CLJT
  (171.69.60.189/32, 224.2.127.254), 00:03:47/00:00:46, flags: CLJT
 

次に、show ip mroute コマンドに active キーワードを指定した場合の出力例を示します。

Switch# show ip mroute active
 
Active IP Multicast Sources - sending >= 4 kbps
 
Group: 224.2.127.254, (sdr.cisco.com)
   Source: 146.137.28.69 (mbone.ipd.anl.gov)
     Rate: 1 pps/4 kbps(1sec), 4 kbps(last 1 secs), 4 kbps(life avg)
 
Group: 224.2.201.241, ACM 97
   Source: 130.129.52.160 (webcast3-e1.acm97.interop.net)
     Rate: 9 pps/93 kbps(1sec), 145 kbps(last 20 secs), 85 kbps(life avg)
 
Group: 224.2.207.215, ACM 97
   Source: 130.129.52.160 (webcast3-e1.acm97.interop.net)
     Rate: 3 pps/31 kbps(1sec), 63 kbps(last 19 secs), 65 kbps(life avg)

次に、show ip mroute コマンドに count キーワードを指定した場合の出力例を示します。

Switch# show ip mroute count
 
IP Multicast Statistics - Group count: 8, Average sources per group: 9.87
Counts: Pkt Count/Pkts per second/Avg Pkt Size/Kilobits per second
 
Group: 224.255.255.255, Source count: 0, Group pkt count: 0
  RP-tree: 0/0/0/0
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Group: 224.2.127.253, Source count: 0, Group pkt count: 0
  RP-tree: 0/0/0/0
 
Group: 224.1.127.255, Source count: 0, Group pkt count: 0
  RP-tree: 0/0/0/0
 
Group: 224.2.127.254, Source count: 9, Group pkt count: 14
  RP-tree: 0/0/0/0
  Source: 128.2.6.9/32, 2/0/796/0
  Source: 128.32.131.87/32, 1/0/616/0
  Source: 128.125.51.58/32, 1/0/412/0
  Source: 130.207.8.33/32, 1/0/936/0
  Source: 131.243.2.62/32, 1/0/750/0
  Source: 140.173.8.3/32, 1/0/660/0
  Source: 146.137.28.69/32, 1/0/584/0
  Source: 171.69.60.189/32, 4/0/447/0
  Source: 204.162.119.8/32, 2/0/834/0
 
Group: 224.0.1.40, Source count: 1, Group pkt count: 3606
  RP-tree: 0/0/0/0
  Source: 171.69.214.50/32, 3606/0/48/0, RPF Failed: 1203
 
Group: 224.2.201.241, Source count: 36, Group pkt count: 54152
  RP-tree: 7/0/108/0
  Source: 13.242.36.83/32, 99/0/123/0
  Source: 36.29.1.3/32, 71/0/110/0
  Source: 128.9.160.96/32, 505/1/106/0
  Source: 128.32.163.170/32, 661/1/88/0
  Source: 128.115.31.26/32, 192/0/118/0
  Source: 128.146.111.45/32, 500/0/87/0
  Source: 128.183.33.134/32, 248/0/119/0
  Source: 128.195.7.62/32, 527/0/118/0
  Source: 128.223.32.25/32, 554/0/105/0
  Source: 128.223.32.151/32, 551/1/125/0
  Source: 128.223.156.117/32, 535/1/114/0
  Source: 128.223.225.21/32, 582/0/114/0
  Source: 129.89.142.50/32, 78/0/127/0
  Source: 129.99.50.14/32, 526/0/118/0
  Source: 130.129.0.13/32, 522/0/95/0
  Source: 130.129.52.160/32, 40839/16/920/161
  Source: 130.129.52.161/32, 476/0/97/0
  Source: 130.221.224.10/32, 456/0/113/0
  Source: 132.146.32.108/32, 9/1/112/0

（注） マルチキャスト ルートのバイトおよびパケット統計情報がサポートされるのは、 初の 1024 個のマル

チキャスト ルートに限られます。出力インターフェイスの統計情報は維持されません。

IP MFIB の表示 
MFIB のすべてのルート（上位層のルーティング プロトコル データベースには存在しないが、高速ス

イッチングをさらに高速化するために使用されるルートも含む）を表示できます。これらのルートは、

デンス モード転送が使用されている場合でも、MFIB に表示されます。

MFIB の各種のルーティング ルートを表示するには、次のコマンドの 1 つを入力します。
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次に、show ip mfib コマンドの出力例を示します。

IP Multicast Forwarding Information Base
Entry Flags: C - Directly Connected, S - Signal,
             IC - Internal Copy
Interface Flags: A - Accept, F - Forward, S - Signal,
             NP - Not platform switched
Packets: Fast/Partial/Slow Bytes: Fast/Partial/Slow:
(171.69.10.13, 224.0.1.40), flags (IC)
   Packets: 2292/2292/0, Bytes: 518803/0/518803
   Vlan7 (A)
   Vlan100 (F NS)
   Vlan105 (F NS)
(*, 224.0.1.60), flags ()
   Packets: 2292/0/0, Bytes: 518803/0/0
   Vlan7 (A NS)
(*, 224.0.1.75), flags ()
   Vlan7 (A NS)
(10.34.2.92, 239.192.128.80), flags ()
   Packets: 24579/100/0, 2113788/15000/0 bytes
   Vlan7 (F NS)
   Vlan100 (A)
(*, 239.193.100.70), flags ()
   Packets: 1/0/0, 1500/0/0 bytes
   Vlan7 (A)
..

高速スイッチング パケットの数は、該当するルート上でハードウェアによってスイッチングされたパ

ケット数を表します。

部分的スイッチング パケットの数は、高速スイッチング パケットが、ソフトウェア処理のため、ある

いは 1 つまたは複数の非プラットフォーム スイッチド インターフェイス（PimTunnel インターフェイ

スなど）に転送されるため、CPU にコピーされた回数を表します。

低速スイッチング パケットの数は、該当するルート上で完全にソフトウェアによってスイッチングさ

れたパケット数を表します。

コマンド 目的

Switch# show ip mfib パケット転送に使用されている（S,G）ルートおよび

（*,G）ルートを表示します。すべてのマルチキャスト 
ルートについて、高速スイッチング、低速スイッチング、

およびパーシャル スイッチングされたパケットの数が表

示されます。

Switch# show ip mfib all 上位層のルーティング プロトコル データベースには直接

存在しないが、高速スイッチングを高速化するために使用

されるルートを含み、MFIB のすべてのルートを表示しま

す。これらのルートには（S/M,224/4）ルートが含まれま

す。

Switch# show ip mfib log [n] 近発生した n 個の MFIB 関連イベント ログを、新しい

順に表示します。

n は、イベントの数を表します。
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双方向 PIM 情報の表示

Bidir-PIM の情報を表示するには、次のコマンドの 1 つを入力します。

PIM 統計情報の表示

次に、show ip pim interface コマンドの出力例を示します。

Switch# show ip pim interface
 
Address          Interface          Mode    Neighbor  Query     DR
                                            Count     Interval
198.92.37.6      Ethernet0          Dense   2         30        198.92.37.33
198.92.36.129    Ethernet1          Dense   2         30        198.92.36.131
10.1.37.2        Tunnel0            Dense   1         30        0.0.0.0

次に、show ip pim interface コマンドに count を指定した場合の出力例を示します。

Switch# show ip pim interface count
 
Address          Interface          FS  Mpackets In/Out
171.69.121.35    Ethernet0          *   548305239/13744856
171.69.121.35    Serial0.33         *   8256/67052912
198.92.12.73     Serial0.1719       *   219444/862191

次に、IP マルチキャストがイネーブルに設定されている状態で show ip pim interface コマンドに 
count を指定した場合の出力例を示します。この例では、高速スイッチングおよびプロセス スイッチ

ングされる PIM インターフェイスのリストと、これらのパケット数が表示されます。IP マルチキャス

トがイネーブルに設定されているインターフェイスには、H が表示されます。

Switch# show ip pim interface count
 
States: FS - Fast Switched, H - Hardware Switched
Address          Interface          FS  Mpackets In/Out
192.1.10.2       Vlan10             * H 40886/0
192.1.11.2       Vlan11             * H 0/40554
192.1.12.2       Vlan12             * H 0/40554
192.1.23.2       Vlan23             *   0/0
192.1.24.2       Vlan24             *   0/0

テーブルおよびデータベースの削除

特定のキャッシュ、テーブル、またはデータベースのすべての内容を削除できます。特定のキャッ

シュ、テーブル、またはデータベースの内容が無効である場合、または無効であると考えられる場合

に、これらの削除が必要になります。

コマンド 目的

Switch(config)# show ip pim interface 
[type number] [df | count] 
[rp-address]

インターフェイスの各 RP の選択された Designated 
Forward（DF）についての情報を、DF に関連付けら

れたユニキャスト ルーティング メトリック関連とと

もに表示します。

Switch(config)# show ip pim rp 
[mapping | metric] [rp-address]

Auto-RP または BSR を使用して学習された設定済み 
RP についての情報を、各 RP のユニキャスト ルー

ティング メトリックとともに表示します。
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IP マルチキャスト キャッシュ、テーブル、およびデータベースをクリアするには、次のコマンドの 1 
つを入力します。

（注） IP マルチキャスト ルートは、データ パケットが着信した時点で、プロトコル イベントへの応答として

再生成されます。

設定例
ここでは、IP マルチキャスト ルーティングの設定例を示します。

• 「PIM デンス モードの例」（P.35-29）

• 「PIM スパース モードの例」（P.35-29）

• 「双方向 PIM モードの例」（P.35-29）

• 「単一スタティック RP を使用するスパース モードの例」（P.35-30）

• 「Auto-RP を使用するスパース モードの例」（P.35-30）

PIM デンス モードの例

次に、イーサネット インターフェイス上のデンス モード PIM の設定例を示します。

ip multicast-routing
interface ethernet 0
ip pim dense-mode

PIM スパース モードの例

次に、スパース モード PIM の設定例を示します。RP ルータは、アドレス 10.8.0.20 のルータです。

ip multicast-routing
ip pim rp-address 10.8.0.20 1

interface ethernet 1
ip pim sparse-mode

双方向 PIM モードの例

デフォルトでは、双方向 RP により、すべてのグループが双方向としてアドバタイズされます。RP の
アクセス リストを使用して、双方向としてアドバタイズされるグループのリストを指定します。deny 
キーワードを使用したグループは、デンス モードで動作します。単一のアクセス リストでは、permit 
キーワードまたは deny キーワードのどちらかだけを使用できるため、スパースモードで動作するグ

ループには、非双方向の異なる RP アドレスが必要です。

コマンド 目的

Switch# clear ip mroute IP ルーティング テーブルのエントリを削除します。

Switch# clear ip mfib counters ルート単位およびグローバルの MFIB カウンタをす

べて削除します。
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次に、スパースモードおよび双方向モードの両方のグループの RP を設定する例を示します。224/8 と 
227/8 は双方向のグループ、226/8 はスパース モード、225/8 はデンス モードです。スパース モードお

よび双方向モードの動作において異なる IP アドレスを使用するには、RP を設定する必要があります。

この設定を可能にするために 2 つのループバック インターフェイスが使用されており、PIM ドメイン

内の他のルータが Auto-RP アナウンスメントを受信し RP と通信できるようにするために、これらの

インターフェイスのアドレスを PIM ドメイン全体にルーティングする必要があります。

ip multicast-routing !Enable IP multicast routing
ip pim bidir-enable  !Enable bidir-PIM
!
interface loopback 0
 description One Loopback address for this routers Bidir Mode RP function
 ip address 10.0.1.1 255.255.255.0
 ip pim sparse-dense-mode
!
interface loopback 1
 description One Loopback address for this routers Sparse Mode RP function
 ip address 10.0.2.1 255.255.255.0
 ip pim sparse-dense-mode
ip pim send-rp-announce Loopback0 scope 10 group-list 45 bidir
ip pim send-rp-announce Loopback1 scope 10 group-list 46
ip pim send-rp-discovery scope 10
access-list 45 permit 224.0.0.0 0.255.255.255
access-list 45 permit 227.0.0.0 0.255.255.255
access-list 45 deny   225.0.0.0 0.255.255.255
access-list 46 permit 226.0.0.0 0.255.255.255

単一スタティック RP を使用するスパース モードの例

次に、すべてのマルチキャスト グループの PIM RP アドレスを 192.168.1.1 に設定し、すべてのグルー

プがスパース モードで動作するように定義する例を示します。

ip multicast-routing
interface ethernet 1
ip pim sparse-mode

ip pim rp-address 192.168.1.1 
no ip pim dm-fallback

（注） 双方向モードおよびスパース モードの両方のグループに対して同じ RP は使用できません。

次に、マルチキャスト グループ 225.2.2.2 についてのみ PIM RP アドレスを 172.16.1.1 に設定する例を

示します。

access list 1 225.2.2.2 0.0.0.0 
ip pim rp-address 172.17.1.1 

Auto-RP を使用するスパース モードの例

次の例では、Auto-RP でスパース モードを設定しています。

ip multicast-routing 
ip pim autorp listener 
ip pim send-rp-announce Loopback0 scope 16 group-list 1 
ip pim send-rp-discovery Loopback1 scope 16 
no ip pim dm-fallback
access-list 1 permit 239.254.2.0 0.0.0.255 
access-list 1 permit 239.254.3.0 0.0.0.255
.
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.

.
access-list 10 permit 224.0.1.39
access-list 10 permit 224.0.1.40
access-list 10 permit 239.254.2.0 0.0.0.255
access-list 10 permit 239.254.3.0 0.0.0.255
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ANCP クライアントの設定

この章では、Catalyst 4500 シリーズ スイッチの Access-Network Control Protocol（ANCP）クライア

ントについて説明します。ここでは、次の内容について説明します。

• 「ANCP クライアントについて」（P.36-1）

• 「ANCP クライアントのイネーブル化および設定」（P.36-2）

（注） この章で使用するスイッチ コマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL で『Cisco 
Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』と関連資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products//hw/switches/ps4324/index.html

『Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』に掲載されていないコマンドについては、より詳

細な Cisco IOS ライブラリを参照してください。次の URL で『Cisco IOS Command Reference』と関

連資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html

ANCP クライアントについて
ANCP マルチキャストを使用すると、ANCP（IGMP ではなく）または CLI のダイレクト スタティッ

ク コンフィギュレーションを使用して Catalyst 4500 シリーズ スイッチ上のマルチキャスト トラ

フィックを制御できます。スイッチは、マルチキャストがイネーブルになっているリモート ANCP 
サーバに接続する ANCP クライアントとして設定できます。その後、そのサーバに対して加入または

脱退を開始できます。デジタル著作権管理（DRM）サーバがプライベート プロトコル メカニズムを介

して潜在的に特定のチャネル（マルチキャスト）を受信することを加入者が要求するシステムでスイッ

チを使用します。

（注） ANCP クライアントでは、ポート単位 /VLAN 単位で 4 つまでマルチキャスト ストリームが許可されま

す。5 つめの join が到着すると拒否されます。

加入者がマルチキャストを受信できると判断した場合、デジタル著作権管理（DRM）サーバは、加入

者が接続されているポートの ANCP クライアント（Catalyst 4500 シリーズ スイッチ）に ANCP コマ

ンド join を送信するように ANCP サーバに要求します。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html
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（注） ANCP サーバからのマルチキャスト コマンド（join、leave、leave all requests、request for active 
flows report）を処理するために、ANCP クライアント（Catalyst 4500 シリーズ スイッチ）で IGMP 
スヌーピングをイネーブルにする必要があります。IGMP スヌーピングのイネーブル化については、 
第 25 章「IGMP スヌーピングとフィルタリングの設定」を参照してください。

ANCP プロトコルは、マルチキャストが追加されたポートを特定できる必要があります。（このポート

は、CLI で設定された識別子を使用するか、または加入者が DHCP で IP アドレスを受信する間に 
Catalyst 4500 スイッチによって挿入された DHCP オプション 82 で識別できます。いずれの場合も、

特定のポートの識別に矛盾はありません。

ANCP クライアントのイネーブル化および設定

（注） CLI マッピング（ancp client port identif...コマンドによる）ではなく DHCP オプション 82 を使用す

る予定の場合は、ANCP クライアントを設定する前に、ip dhcp snooping コマンドを入力する必要が

あります。

ポートは ancp mode client コマンドまたは DHCP オプション 82 で識別できます。

ここでは、次の内容について説明します。

• 「ANCP プロトコルでのポートの識別」（P.36-2）

• 「DHCP オプション 82 でのポートの識別」（P.36-4）

ANCP プロトコルでのポートの識別

Catalyst 4500 シリーズ スイッチを ANCP クライアントとして動作させ、関連データを構築し、初期化

するには、ancp mode client コマンドを入力します。このコマンドの no バージョンは ANCP をディ

セーブルにします。このコマンドは、ANCP サーバから ANCP クライアントを接続解除して、ANCP 
でイネーブルにされている既存のマルチキャスト ストリームを終了させます。

スイッチを単一 ANCP サーバと通信するように設定するには、[no] ancp client server interface コマ

ンドを使用します。このコマンドでは、IP アドレスで識別されるリモート ANCP サーバへの TCP 接続

を開始するように ANCP クライアントに指示します。TCP 接続に失敗した場合、接続はタイム アウト

し、成功するまで接続の再試行を 120 秒間隔で行います。interface コマンドは、ローカル ANCP クラ

イアントがその IP アドレスを取得するインターフェイスを指定します。no コマンドは、ANCP サーバ

への TCP 接続を終了させますが、ANCP によってアクティブにされた既存のすべてのマルチキャスト 
ストリームを保持します。

別のコマンドで ANCP クライアントをイネーブルにして、ANCP サーバの IP アドレスを設定します。

ANCP によってアクティブにされた既存のマルチキャスト ストリームを失わずにリモート ANCP サー

バの IP アドレスを再設定できます。

ANCP プロトコルでポートを識別するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 次のように、ANCP をイネーブルにします。

Switch(config)> ancp mode client

ステップ 2 送信元 IP アドレスを取得するインターフェイスとして、リモート サーバの IP アドレスを次のように

設定します。
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Switch(config)> ancp client server ipaddress of server interface interface 

インターフェイスはループバックになることがあります。これにより、クライアントはインターフェイ

スを使用してサーバに到達できるようになります。

ステップ 3 （任意）オプション 82 の回線 ID とは対照的にポート ID を使用して、この VLAN インターフェイスを 
ANCP マルチキャスト クライアントが識別できるようにします。

Switch(config)> ancp client port identifier [port-identifier] vlan [number] interface 
[interface]

いずれかのマルチキャスト ストリームがポートのポート ID を使用して ANCP でアクティブにされて

いる場合に、このコマンドの no バージョンを使用すると次のように警告メッセージが出されます。

Switch(config)# no ancp client port identifier bbb vlan 10 interface GigabitEthernet3/5
Warning: Multicast flows seems to exist for this port, remove mapping and delete flows 
anyway?[confirm]y
Switch(config)#

ANCP クライアントはサーバに接続を試みます。失敗した場合は、10 秒後に再試行します。再び失敗

した場合は、タイムアウトの設定（120 秒）に達するまで、20 秒間隔で試みます。ANCP クライアン

トは再接続するまでタイムアウトのままです。

（注） 接続に再び失敗し、クライアントが再接続を試みて失敗した場合、待機時間は 10 秒に戻ります（以下

同様）。

ANCP クライアントがサーバに正常に接続されているかどうかを確認するには、 show ancp status コマ

ンドを入力します。このコマンドで、リモート ANCP サーバの ANCP TCP 接続のステータスが表示さ

れます。

Switch# show ancp status
ANCP enabled on following interfaces

Et0/0
 ANCP end point(s) on this interface:
 ==================================== 

  ANCP state ESTAB 
  Neighbor 10.1.1.1 Neighbor port 6068 
  Hello interval 100 Sender instance 1 Sender name 372F61C 
  Sender port 0 Partition ID 0 TCB 36E27E8 
  Capabilities negotiated: Transactional Multicast

Switch#

前の例では、1 つの機能（トランザクショナル マルチキャスト）のみがネゴシエート（またはサポー

ト）されます。この機能は、ANCP クライアントがサポートする唯一の機能です。サーバでもこの機

能をサポートするため、2 つのエンティティがこれで通信可能です。

サーバは、ANCP プロトコルのマルチキャスト部分で定義されている ANCP マルチキャスト コマンド

（join、leave、leave all requests、request for active flows report）を送信できます。管理者はいつでも、

show ancp multicast [interface vlan] [group | source] コマンドを使用して、ANCP クライアントが現

在のマルチキャスト フローについて取得した情報を表示できます。

例 1

ANCP_Client# show ancp multicast group 239.6.6.6 
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ANCP Multicast Streams
ClientID             VLAN  Interface            Joined on
  Group 239.6.6.6        
0x0106000700130103     19  Gi1/3                15:06:23 UTC Tue Aug 26 2008
ANCP_Client#

例 2

ANCP_Client# show ancp multicast interface Fa2/3 vlan 19
ANCP Multicast Streams
Interface FastEthernet2/3           VLAN 19: client ID 0x0106000700130203
  Group             Source            Joined on
  239.5.6.7         -                 15:03:14 UTC Tue Aug 26 2008
ANCP_Client#

（注） パラメータやキーワードを指定しないで show ancp multicast コマンドを指定すると、すべてが一覧表

示されます。

DHCP オプション 82 でのポートの識別

（注） DHCP オプション 82 を使用するには、DHCP および DHCP スヌーピングをイネーブルにする必要が

あります（第 50 章「DHCP スヌーピング、IP ソース ガード、およびスタティック ホストの IPSG の
設定」を参照）。

DHCP オプション 82 でポートを識別する場合、DHCP オプション 82 を挿入するための DHCP リレー

として Catalyst 4500 シリーズ スイッチを設定する必要があります。このアクションは、DHCP クライ

アントからの DHCP パケットにタグを追加して、DHCP サーバがこの特定の DHCP クライアントに接

続されているポートを認識するようにします。DHCP サーバは次に、それがスイッチから受信した 
DHCP オプション 82 でクライアントに提供する IP アドレスをマッピングできます。DHCP サーバが

行う必要があるのは、特定の IP アドレスに関連付けられた DHCP オプション 82 をルックアップして 
ANCP サーバにそれを提供することだけです。これにより、スイッチの ANCP クライアントは、ス

イッチで認識できる識別子を使用して適切なポートを識別できるようになります。Catalyst 4500 シ
リーズ スイッチの DHCP スヌーピングを設定するには、次のコマンドを使用します。

Switch(config)# ip dhcp snooping 
Switch(config)# ip dhcp snooping vlan vlan-range

デフォルトでは DHCP オプション 82 は DHCP スヌーピングがアクティブになると挿入されます。こ

のデフォルトをオフにすると、ANCP は DHCP 回線 ID で正しく機能しなくなります。これはアク

ティブのままでなければなりません。それをアクティブにするには、次のコマンドを入力します。

Switch(config)# ip dhcp snooping information option

（注） 設定済み回線 ID がある場合でも、DHCP オプション 82 回線 ID は Active-Flow レポートに挿入されま

す（すべてのマルチキャスト フローのクエリー時）。

ANCP により、リモート サーバは ANCP クライアントにアクティブ フローのリストを要求できるよう

になります（Catalyst 4500 シリーズ スイッチは ANCP クライアントです）。このリストは、show 
ancp multicast コマンドの出力に非常によく似ています。ただし、ANCP プロトコル パケットの形式

に従います（IETF.org を参照）。 show ancp multicast コマンドによって、ANCP のアクティブ フロー
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要求がアクティブ化のメカニズムに関係なく DHCP オプション 82 の回線 ID 形式でクライアント ID 
のみ報告する間に  ancp port client identifier コマンドでアクティブにされたフローが提供されること

を確認します。

CLI の詳細については、第 50 章「DHCP スヌーピング、IP ソース ガード、およびスタティック ホス

トの IPSG の設定」を参照してください。

ANCP に関する注意事項および制約事項
ANCP を使用（または設定）するときは、次の注意事項および制約事項を考慮してください :

• ポートで shut コマンドを入力すると、ANCP によってアクティブにされたマルチキャスト スト

リームがポートから削除されます。このマルチキャスト ストリームは ANCP サーバによって再度

アクティブにする必要があります。

• VLAN で suspend または shut コマンドを入力すると、ANCP によってアクティブにされたマルチ

キャスト ストリームが VLAN から削除されます。

• VLAN を削除すると、ANCP によってアクティブにされたマルチキャスト ストリームが VLAN か
ら削除されます。

• ポートが errdisable またはブロック ステートになった場合、ANCP によってアクティブにされた

マルチキャスト ストリームがポートから削除されます。

• IGMP スヌーピングをグローバルに、または VLAN 単位でディセーブルにすると ANCP クライア

ント機能が中断することがあります。

• ANCP クライアントは、レイヤ 3 インターフェイスのステート変化を考慮しません（レイヤ 3 の 
PIM インターフェイスがシャットダウンした場合に、ANCP はストリームを削除しません）。PIM 
インターフェイスが再び実行されている場合、マルチキャスト ストリームは加入者によって受信

されます。
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37
双方向フォワーディング検出の設定

（注） Cisco IOS Release IOS 15.1(1)SG 以降では、双方向フォワーディング検出（BFD）は Catalyst 4900M 
および Catalyst 4948E イーサネット スイッチでだけサポートされます。

このマニュアルでは、BFD プロトコルをイネーブルにする方法について説明します。これは、あらゆ

るメディア タイプ、カプセル化、トポロジ、およびルーティング プロトコルの高速転送パス障害検出

回数を提供するように設計された検出プロトコルです。

BFD は高速転送パス障害検出に加えて、ネットワーク管理者に一貫した障害検出方法を提供します。

ネットワーク管理者は BFD を使用して、さまざまなルーティング プロトコルの hello メカニズムで、

変動速度ではなく一定速度で転送パスの障害を検出できるため、ネットワーク プロファイリングおよ

びプランニングが容易になります。また、再コンバージェンス時間の整合性が保たれ、予測可能になり

ます。

機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースによっては、このモジュールに記載されている機能の中に、一部サ

ポートされていないものがあります。 新の機能情報および警告については、使用するプラットフォー

ムおよびソフトウェア リリースのリリース ノートを参照してください。この章に記載されている機能

の詳細、および各機能がサポートされているリリースのリストについては、「シスコのテクニカル サポー

ト」（P.37-29）を参照してください。

プラットフォーム サポートと Cisco ソフトウェア イメージ サポートに関する情報を入手するには、

Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/go/cfn か
らアクセスしてください。 Cisco.com のアカウントは不要です。

内容
• 「双方向フォワーディング検出の前提条件」（P.37-2）

• 「双方向フォワーディング検出の制約事項」（P.37-2）

• 「双方向フォワーディング検出について」（P.37-2）

• 「双方向フォワーディング検出の設定方法」（P.37-8）

• 「双方向フォワーディング検出の設定例」（P.37-17）

• 「その他の関連資料」（P.37-28）

http://www.cisco.com/go/cfn
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双方向フォワーディング検出の前提条件
前提条件は次のとおりです。

• IP ルーティングは、参加しているすべてのスイッチでイネーブルにする必要があります。

• BFD を導入する前に、BFD でサポートされる IP ルーティング プロトコルのいずれかをスイッチ

で設定しておくこと。使用する予定のルーティング プロトコルの高速コンバージェンスを実装す

る必要があります。高速コンバージェンスの設定については、お使いのバージョンの Cisco IOS ソ
フトウェアの IP ルーティングのマニュアルを参照してください。Cisco IOS ソフトウェアでの 
BFD ルーティング プロトコルのサポートの詳細については、「双方向フォワーディング検出の制約

事項」（P.37-2）を参照してください。

双方向フォワーディング検出の制約事項
次の制限があります。

• BFD は直接接続されたネイバーだけに対して動作します。BFD のネイバーは 1 ホップ以内に限ら

れます。マルチホップのコンフィギュレーションはサポートされません。

Cisco IOS Release 15.1(1)SG と Cisco Catalyst 4500 シリーズ スイッチ

• Cisco Catalyst 4500 シリーズ スイッチでは、 小 hello 間隔 50 ms、倍率 3 で 大 128 の BFD 
セッションがサポートされます。この倍率は、セッションがダウンしたと宣言される前に失われた

可能性のある連続するパケットの 小数を指定します。

• SSO がデュアル RP システムでイネーブルになっている場合、次の制約事項が適用されます。

– 倍率 5 以上の 小 hello 間隔は 50 ms です。

– より小さい値を設定できますが、SSO スイッチオーバー中にフラップが発生する場合があり

ます。

• エコー モードをイネーブルにするには、ピア システムを no ip redirects コマンドで設定する必要

があります。

（注） プラットフォームとハードウェアの正確な制約事項については、お使いのソフトウェア バージョンの 
Cisco IOS ソフトウェアのリリース ノートを参照してください。

双方向フォワーディング検出について
• 「BFD の動作」（P.37-2）

• 「障害検出に BFD を使用することの利点」（P.37-7）

BFD の動作

BFD は、インターフェイス、データリンク、および転送プレーンを含めて、2 つの隣接スイッチ間の

転送パスで、オーバーヘッドの少ない短期間の障害検出方法を提供します。

BFD はインターフェイス レベルおよびルーティング プロトコル レベルでイネーブルにする検出プロト

コルです。シスコでは BFD 非同期モードをサポートしています。これは、スイッチ間の BFD ネイ

バー セッションをアクティブにして維持するための、2 台のシステム間の BFD 制御パケットの送信に
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依存します。したがって、BFD セッションを作成するには、両方のシステム（または BFD ピア）で 
BFD を設定する必要があります。適切なルーティング プロトコルに対して、インターフェイス レベル

およびルータ レベルで BFD がイネーブルになっている場合、BFD セッションが作成されて BFD タイ

マーがネゴシエートされ、ネゴシエートされた間隔で BFD ピアが互いに BFD 制御パケットの送信を

開始します。

シスコは、BFD エコー モードをサポートしています。エコー パケットはフォワーディング エンジンに

よって送信され、検出を実行するために同じパスに沿って返信されます。もう一方の BFD セッション

は、エコー パケットの実際のフォワーディングに参加しません。詳細については、「BFD エコー モー

ドの設定」（P.37-15）を参照してください。

ここでは、次の内容について説明します。

• 「ネイバー関係」（P.37-3）

• 「BFD の障害検出」（P.37-4）

• 「BFD バージョンの相互運用性」（P.37-4）

• 「BFD セッションの制限」（P.37-5）

• 「非ブロードキャスト メディア インターフェイスに対する BFD サポート」（P.37-5）

• 「ステートフル スイッチオーバー機能を持つノンストップ フォワーディングのための BFD サポー

ト」（P.37-5）

• 「ステートフル スイッチオーバーのための BFD サポート」（P.37-5）

• 「スタティック ルーティングのための BFD サポート」（P.37-6）

ネイバー関係

BFD はあらゆるメディア タイプ、カプセル化、トポロジ、ルーティング プロトコル BGP、EIGRP、
OSPF、およびスタティック ルートの個別の高速 BFD ピア障害検出時間を提供します。ローカル ス
イッチのルーティング プロトコルに高速障害検出通知を送信して、ルーティング テーブル再計算プロ

セスを開始すると、BFD はネットワーク コンバージェンス時間全体を大幅に短縮できます。図 37-1 
に、OSPF と BFD を実行する 2 台のスイッチがある単純なネットワークを示します。OSPF がネイ

バー（1）を検出すると、OSPF ネイバー ルータ（2）で BFD ネイバー セッションを開始する要求が、

ローカル BFD プロセスに送信されます。OSPF ネイバー ルータでの BFD ネイバー セッションが確立

されます（3）。

図 37-1 BFD ネイバー関係の確立

図 37-2 に、ネットワーク（1）で障害が発生した場合を示します。OSPF ネイバー ルータでの BFD ネ
イバー セッションが停止されます（2）。BFD はローカル OSPF プロセスに BFD ネイバーに接続でき

なくなったことを通知します（3）。ローカル OSPF プロセスは OSPF ネイバー関係を解除します（4）。
代替パスを使用できる場合、ルータはただちにコンバージェンスを開始します。
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図 37-2 OSPF ネイバー関係の解除

ルーティング プロトコルでは、取得したネイバーそれぞれについて、BFD で登録する必要がありま

す。ネイバーが登録されると、セッションがまだ存在していない場合、BFD によって、ネイバーとの

セッションが開始されます。

次のとき、OSPF では、BFD を使用して登録が行われます。

• ネイバーの Finite State Machine（FSM; 有限状態マシン）は、Full ステートに移行します。

• OSPF BFD と BFD の両方がイネーブルにされます。

ブロードキャスト インターフェイスでは、OSPF によって、Designated Router（DR; 指定ルータ）と 
Backup Designated Router（BDR; バックアップ指定ルータ）とともにのみ、BFD セッションが確立さ

れますが、DROTHER ステートのすべての 2 台のスイッチ（ルータ）間では確立されません。

BFD の障害検出

BFD セッションが確立され、タイマーの取り消しが完了すると、BFD ピアは IGP hello プロトコルと

同様に動作する（ただし、より高速な）、BFD 制御パケットを送信して状態を検出します。次の点に注

意する必要があります。

• BFD はフォワーディング パスの障害検出プロトコルです。BFD は障害を検出しますが、障害が発

生したピアをバイパスするには、ルーティング プロトコルがアクションを実行する必要がありま

す。

• 通常、BFD はどのプロトコル レイヤでも使用できます。ただし、Cisco IOS Release 15.1(1)SG 用
のシスコの BFD 実装では、特に BGP、EIGRP、IS-IS、および OSPF ルーティング プロトコル、

およびスタティック ルーティングのレイヤ 3 クライアントだけがサポートされます。

• Cisco IOS Release 15.1(1)SG のシスコの BFD 実装では、シスコ デバイスが複数のクライアント 
プロトコルに 1 つの BFD セッションを使用します。たとえば、同じピアへの同じリンクを介して

ネットワークで OSPF および EIGRP を実行している場合、1 つの BFD セッションだけが確立さ

れ、BFD で両方のルーティング プロトコルとセッション情報を共有します。ただし、IPv4 および 
IPv6 クライアントは BFD セッションを共有できません。

BFD バージョンの相互運用性

Cisco IOS Release 15.1(1)SG では BFD バージョン 1 および BFD バージョン 0 がサポートされます。

デフォルトでは、すべての BFD セッションがバージョン 1 で実行され、バージョン 0 と相互運用可能

です。システムで自動的に FD バージョン検出が実行される場合、ネイバー間の BFD セッションがネ

イバー間の も一般的な BFD バージョンで実行されます。たとえば、BFD ネイバーが BFD バージョ

ン 0 を実行し、他の BFD ネイバーがバージョン 1 を実行している場合、セッションで BFD バージョ

ン 0 が実行されます。show bfd neighbors [details] コマンドの出力で、BFD ネイバーが実行している 
BFD バージョンを確認できます。
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BFD バージョン検出の例については、「例：エコー モードがデフォルトでイネーブルになった EIGRP 
ネットワークでの BFD の設定」（P.37-17）を参照してください。

BFD セッションの制限

Cisco IOS Release 15.1(1)SG 以降、作成できる BFD セッションの 小数は、「hello」間隔によって異

なることがあります。50ms の「hello」間隔では、128 セッションが許可されます。より大きい hello 
間隔では、より多くのセッションが許可されます。

非ブロードキャスト メディア インターフェイスに対する BFD サポート

Cisco IOS Release 15.1(1) SG 以降では、BFD 機能が VLAN インターフェイスでサポートされます。

bfd interval コマンドは、BFD モニタリングを開始するインターフェイスで設定する必要があります。

ステートフル スイッチオーバー機能を持つノンストップ フォワーディングのための BFD サ
ポート

通常、ネットワーキング デバイスを再起動すると、そのデバイスのすべてのルーティング ピアがデバ

イスの終了および再起動を検出します。この遷移によってルーティング フラップが発生し、そのため

に複数のルーティング ドメインに分散される可能性があります。ルーティングの再起動によって発生

したルーティング フラップによって、ルーティングが不安定になります。これはネットワーク全体の

パフォーマンスに悪影響を及ぼします。ノンストップ フォワーディング（NSF）は、ステートフル ス
イッチオーバー（SSO）がイネーブルになっているデバイスのルーティング フラップを抑制するのに

役立ち、それによってネットワークの不安定さが減少します。

NSF では、ルーティング プロトコル情報がスイッチオーバー後に保存されるとき、既知のルータで

データ パケットのフォワーディングを継続できます。NSF を使用すると、ピア ネットワーキング デバ

イスでルーティング フラップが発生しません。スイッチオーバー時に、故障したアクティブ RP からス

タンバイ RP が制御を引き継ぐ間も、データ トラフィックが転送されます。ラインカードおよびフォ

ワーディング プロセッサの機能はスイッチオーバーによって維持され、アクティブな RP の 
Forwarding Information Base（FIB; 転送情報ベース）が NSF 動作で 新状態が維持されます。

デュアル RP をサポートするデバイスでは、SSO が RP の 1 つをアクティブなプロセッサとして確立

し、他の RP はスタンバイ プロセッサに割り当てられ、それらの間で情報が同期されます。アクティブ

な RP に障害が発生したとき、ネットワーキング デバイスから削除されたとき、または手動でメンテナ

ンスから排除されたときに、アクティブなプロセッサとスタンバイ プロセッサからのスイッチオー

バーが発生します。

ステートフル スイッチオーバーのための BFD サポート

BFD プロトコルでは、隣接するフォワーディング エンジン間でパスに短期間の障害検出が行われま

す。デュアル RP スイッチ（冗長性のため）を使用するネットワーク導入では、スイッチにグレースフ

ル リスタート メカニズムがあり、アクティブな RP とスタンバイ RP の間のスイッチオーバー時にフォ

ワーディング状態が保護されます。

スタンバイ RP のステートフル BFD

スタンバイ RP へのスイッチオーバーを成功させるために、BFD プロトコルでチェックポイント メッ

セージを使用して、アクティブな RP Cisco IOS インスタンスからセッション情報をスタンバイ RP 
Cisco IOS インスタンスに送信します。セッション情報には、ローカル識別子およびリモート識別子、

隣接ルータのタイマー情報、BFD セットアップ情報、およびセッション固有の情報（セッションのタ
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イプやセッションのバージョンなど）が含まれます。さらに、BFD プロトコルはセッションの作成お

よび削除のチェックポイント メッセージを送信して、スタンバイ RP でセッションを作成または削除し

ます。

スタンバイ RP の BFD セッションはパケットの送受信を行わず、期限切れになったタイマーを処理し

ません。このようなセッションは、スイッチオーバーの発生を待ってからアクティブ セッションのパ

ケットを送信し、セッションが隣接スイッチでタイム アウトにならないようにします。

スタンバイ RP の BFD プロトコルはスイッチオーバーの通知を受けると、状態をアクティブに変更し、

自分自身をシスコ エクスプレス フォワーディングに登録することで、パケットを受信し、期限切れに

なったすべての要素にパケットを送信できるようにします。

また、BFD ではチェックポイント メッセージを使用して、アクティブな RP でクライアントによって

作成されたセッションをスイッチオーバー時に維持します。スイッチオーバーが発生すると、BFD は 
SSO 再要求タイマーを起動します。クライアントは再要求タイマーによって指定された期間内のセッ

ションを再要求する必要があります。そうしないと、セッションが削除されます。

タイマーの値は、BFD セッションの数およびプラットフォームによって異なります。

表 37-1 に、Cisco 4500 シリーズ スイッチのタイマー値について説明します。

スタティック ルーティングのための BFD サポート

OSPF や BGP などの動的なルーティング プロトコルとは異なり、スタティック ルーティングにはピア

検出の方法がありません。したがって、BFD が設定されると、ゲートウェイの到達可能性は完全に指

定されたネイバーへの BFD セッションの状態に依存します。BFD セッションが開始されない限り、ス

タティック ルートのゲートウェイは到達不能と見なされ、したがって、影響を受けるルートが適切な

ルーティング情報ベース（RIB）にインストールされません。

BFD セッションが正常に確立されるように、ピア上のインターフェイスで BFD を設定し、ピア上の 
BFD クライアントに BFD ネイバーのアドレスを登録する必要があります。インターフェイスがダイナ

ミック ルーティング プロトコルで使用される場合、後者の要件は通常、BFD の各ネイバーでルーティ

ング プロトコル インスタンスを設定することによって満たされます。インターフェイスがスタティッ

ク ルーティングに排他的に使用される場合、この要件はピア上でスタティック ルートを設定すること

によって満たす必要があります。

BFD は IPv4 および IPv6 スタティック ルートでサポートされます。

（注） BFD セッションが起動状態のときに BFD 設定がリモート ピアから削除された場合、BFD セッション

の 新状態がスタティック ルートに送信されません。その結果、スタティック ルートが RIB に残りま

す。唯一の回避策は、スタティック ルート BFD ネイバー設定を削除して、スタティック ルートが 
BFD セッション状態を追跡しないようにすることです。

表 37-1 Cisco 4500 シリーズ スイッチの BFD タイマー値

BFD セッションの 大

数

BFD セッション 
タイプ

小タイマー値

（ms）
クライアン

ト コメント

128 非同期 /エコー 50 
倍率 3 

すべて SSO スイッチで

は、5 の倍数の

使用が推奨され

ます。
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障害検出に BFD を使用することの利点

機能を導入するときは、あらゆる代替策を検討し、トレードオフに注意することが重要です。

EIGRP、BGP、および OSPF の通常の導入で BFD に も近い代替策は、EIGRP、BGP、および OSPF 
ルーティング プロトコルの変更された障害検出メカニズムを使用することです。

EIGRP の hello およびホールド タイマーを絶対 小値に設定する場合、EIGRP の障害検出速度が 1～

2 秒程度に下がります。

BGP または OSPF に fast hello を使用する場合、この Interior Gateway Protocol（IGP）プロトコルに

よって障害検出メカニズムが 小 1 秒に減少します。

ルーティング プロトコルの減少したタイマー メカニズムで BFD を実装することには、次のような利点

があります。

• EIGRP、BGP、および OSPF タイマーによって 1 秒または 2 秒の 小検出タイマーを実現できま

すが、障害検出が 1 秒未満になる場合もあります。

• BFD は特定のルーティング プロトコルに関連付けられていないため、EIGRP、BGP、および 
OSPF の汎用の整合性のある障害検出メカニズムとして使用できます。

• BFD の一部をデータ プレーンに分散できるため、コントロール プレーンに全体が存在する分散 
EIGRP、BGP、および OSPF タイマーよりも CPU の負荷を軽くすることができます。

BFD のハードウェア サポート

Catalyst 4500 は、ハードウェアで制限された数の BFD セッションをサポートします。BFD のハード

ウェアにセッションを配置することは、ハードウェア オフロードと呼びます。ハードウェア オフロー

ドの利点は、セッション キープアライブがすべてハードウェアで処理され、CPU に負荷をかけないこ

とです。

ハードウェアにすべての BFD セッションをオフロードすることはできません。オフロードされるセッ

ションの要件は、次のとおりです。

• BFD バージョン 1

• IPv4

• エコーなしモード

オフロードされるセッションの数は、スーパーバイザによって異なります。WS-X45-SUP6-E、
WS-X45-SUP6L-E、WS-X4948-E および C4900M で、オフロードされるセッションの数は 63 です。

show bfd neighbors detail コマンドを実行すると、ソフトウェアおよびハードウェアの（オフロード

された）セッションの統計情報が表示されます。ハードウェアのセッションは、制限された統計情報の

セットを提供します。具体的には、パケットの送受信間隔の統計情報は、ハードウェアのセッションに

関して提供されません。

holddown と hello counts は、すべてのオフロードされたセッションでゼロです。

（注） ハードウェア オフロードは、IPv6 BFD セッションでサポートされません。
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双方向フォワーディング検出の設定方法
インターフェイスで BFD を設定して、BFD プロセスを開始します。BFD プロセスが開始されると、

隣接するデータベースにエントリが作成されません。つまり、BFD 制御パケットが送受信されません。

Cisco IOS Release 15.1(1)SG の BFD バージョン 1 でサポートされない BFD エコー モードは、デフォ

ルトではイネーブルです。BFD 制御パケットに加えて、BFD エコー パケットが送受信されます。適用

可能なルーティング プロトコルの BFD サポートを設定すると、隣接作成が実行されます。ここでは、

次の手順について説明します。

• 「インターフェイスでの BFD セッション パラメータの設定」（P.37-8）（必須）

• 「ダイナミック ルーティング プロトコルに対する BFD サポートの設定」（P.37-8）（必須）

• 「スタティック ルーティングのための BFD サポートの設定」（P.37-13）（任意）

• 「BFD エコー モードの設定」（P.37-15）（任意）

• 「BFD のモニタリングとトラブルシューティング」（P.37-17）（任意）

インターフェイスでの BFD セッション パラメータの設定

この手順では、インターフェイスで基本 BFD セッション パラメータを設定することによって、イン

ターフェイスで BFD を設定する方法を示します。BFD ネイバーに対して BFD セッションを実行する

インターフェイスごとに、この手順を繰り返します。

BFD セッション パラメータを設定するには、次の作業を行います。

ダイナミック ルーティング プロトコルに対する BFD サポートの設定

ルータ レベルでダイナミック ルーティング プロトコルの BFD サポートをイネーブルにして、すべて

のインターフェイスに対してグローバルに BFD サポートをイネーブルにするか、またはインターフェ

イス レベルでインターフェイスごとに BFD を設定することができます。

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

Switch> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワード

を入力します。

ステップ 2 configure terminal

Switch# configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを

開始します。

ステップ 3 interface type number

Switch(config)# interface gigabitethernet 6/1

インターフェイス コンフィギュレーション 
モードを開始します。

ステップ 4 bfd interval milliseconds min_rx milliseconds multiplier 
interval-multiplier

Switch(config-if)# bfd interval 50 min_rx 50 multiplier 5

Switch(config-if)# no bfd echo

インターフェイスで BFD をイネーブルにしま

す。

ハードウェア オフロードをイネーブルにする

ために、BFD エコー モードをディセーブルに

します。

ステップ 5 end

Switch(config-if)# end

インターフェイス コンフィギュレーション 
モードを終了し、特権 EXEC モードに戻りま

す。
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ここでは、次の手順について説明します。

• 「BGP に対する BFD サポートの設定」（P.37-9）（任意）

• 「EIGRP に対する BFD サポートの設定」（P.37-10）（任意）

• 「OSPF に対する BFD サポートの設定」（P.37-11）（任意）

BGP に対する BFD サポートの設定

ここでは、BGP が BFD の登録プロトコルとなり、BFD から転送パスの検出障害メッセージを受信す

るように、BGP に対する BFD サポートを設定する手順について説明します。

前提条件

BGP は、参加しているすべてのスイッチで実行されている必要があります。

BFD セッションを BFD ネイバーに対して実行するインターフェイスで、BFD セッションの基本パラ

メータを設定する必要があります。詳細については、「インターフェイスでの BFD セッション パラ

メータの設定」（P.37-8）を参照してください。

BGP に対する BFD サポートを設定するには、次の作業を行います。

次の作業

BFD のモニタリングとトラブルシューティングの詳細については、「BFD のモニタリングとトラブル

シューティング」（P.37-17）を参照してください。別のルーティング プロトコルに対して BFD サポー

トを設定する場合は、次の項を参照してください。

• 「EIGRP に対する BFD サポートの設定」（P.37-10）

• 「OSPF に対する BFD サポートの設定」（P.37-11）

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

Switch> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力しま

す。

ステップ 2 configure terminal

Switch# configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 3 router bgp as-tag

Switch(config)# router bgp tag1

BGP プロセスを指定し、ルータ コンフィギュレーション 
モードを開始します。

ステップ 4 neighbor ip-address fall-over bfd

Switch(config-router)# neighbor 172.16.10.2 
fall-over bfd

フェールオーバーに対する BFD サポートをイネーブルに

します。

ステップ 5 end

Switch(config-router)# end

スイッチ コンフィギュレーション モードを終了して、特

権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 show bfd neighbors [details]

Switch# show bfd neighbors detail

（任意）BFD ネイバーがアクティブで、BFD が登録した

ルーティング プロトコルが表示されることを確認します。

ステップ 7 show ip bgp neighbor

Switch# show ip bgp neighbor

（任意）ネイバーへの BGP および TCP 接続についての情

報を表示します。
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EIGRP に対する BFD サポートの設定

ここでは、EIGRP が BFD の登録プロトコルとなり、BFD から転送パスの検出障害メッセージを受信

するように、EIGRP に対する BFD サポートを設定する手順について説明します。EIGRP に対する 
BFD サポートをイネーブルにするには、2 つの方法があります。

• ルータ コンフィギュレーション モードで bfd all-interfaces コマンドを使用して、EIGRP がルー

ティングしているすべてのインターフェイスに対して BFD をイネーブルにできます。

• ルータ コンフィギュレーション モードで bfd interface type number コマンドを使用して、EIGRP 
がルーティングしているインターフェイスのサブセットに対して BFD をイネーブルにできます。

前提条件

EIGRP は、関連するすべてのスイッチで実行する必要があります。

BFD セッションを BFD ネイバーに対して実行するインターフェイスで、BFD セッションの基本パラ

メータを設定する必要があります。詳細については、「インターフェイスでの BFD セッション パラ

メータの設定」（P.37-8）を参照してください。

EIGRP に対する BFD サポートを設定するには、次の作業を行います。

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

Switch> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力しま

す。

ステップ 2 configure terminal

Switch# configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 3 Switch eigrp as-number

Switch(config)# router eigrp 123

EIGRP ルーティング プロセスを設定し、ルータ コンフィ

ギュレーション モードを開始します。

ステップ 4 bfd all-interfaces
or
bfd interface type number

Switch(config-router)# bfd all-interfaces
or

Switch(config-router)# bfd interface 
gigabitethernet 6/1

EIGRP ルーティング プロセスに関連付けられたすべての

インターフェイスで、BFD をグローバルにイネーブルにし

ます。

または

EIGRP ルーティング プロセスに関連付けられた 1 つ以上

のインターフェイスに対して、インターフェイスごとに 
BFD をイネーブルにします。

ステップ 5 end

Switch(config-router) end

スイッチ コンフィギュレーション モードを終了して、特

権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 show bfd neighbors [details]

Switch# show bfd neighbors details

（任意）BFD ネイバーがアクティブで、BFD が登録した

ルーティング プロトコルが表示されることを確認します。

ステップ 7 show ip eigrp interfaces [type number] 
[as-number] [detail]

Switch# show ip eigrp interfaces detail

（任意）EIGRP に対する BFD サポートがイネーブルに

なっているインターフェイスを表示します。



37-11
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-25340-01-J

第 37 章      双方向フォワーディング検出の設定

双方向フォワーディング検出の設定方法

次の作業

BFD のモニタリングとトラブルシューティングの詳細については、「BFD のモニタリングとトラブル

シューティング」（P.37-17）を参照してください。別のルーティング プロトコルに対して BFD サポー

トを設定する場合は、次の項を参照してください。

• 「OSPF に対する BFD サポートの設定」（P.37-11）

OSPF に対する BFD サポートの設定

ここでは、OSPF が BFD の登録プロトコルとなり、BFD から転送パスの検出障害メッセージを受信す

るように、OSPF に対する BFD サポートを設定する手順について説明します。すべてのインターフェ

イスでグローバルに OSPF に対する BFD を設定するか、または 1 つ以上のインターフェイスで選択的

に設定することができます。

OSPF に対する BFD サポートをイネーブルにするには、2 つの方法があります。

• ルータ コンフィギュレーション モードで bfd all-interfaces コマンドを使用して、OSPF がルー

ティングしているすべてのインターフェイスに対して BFD をイネーブルにできます。インター

フェイス コンフィギュレーション モードで ip ospf bfd [disable] コマンドを使用して、個々のイン

ターフェイスで BFD をディセーブルにできます。

• インターフェイス コンフィギュレーション モードで ip ospf bfd コマンドを使用して、OSPF が
ルーティングしているインターフェイスのサブセットに対して BFD をイネーブルにできます。

OSPF に対する BFD サポートのタスクについては、次の項を参照してください。

• 「すべてのインターフェイスの OSPF に対する BFD サポートの設定」（P.37-11）（任意）

• 「1 つ以上のインターフェイスの OSPF に対する BFD サポートの設定」（P.37-12）（任意）

すべてのインターフェイスの OSPF に対する BFD サポートの設定

すべての OSPF インターフェイスに BFD を設定するには、この項の手順に従います。

すべての OSPF インターフェイスに対して BFD を設定するのではなく、特定の 1 つ以上のインター

フェイスに対して BFD サポートを設定する場合は、「1 つ以上のインターフェイスの OSPF に対する 
BFD サポートの設定」（P.37-12）を参照してください。

前提条件

OSPF は、参加しているすべてのスイッチで実行されている必要があります。

BFD セッションを BFD ネイバーに対して実行するインターフェイスで、BFD セッションの基本パラ

メータを設定する必要があります。詳細については、「インターフェイスでの BFD セッション パラ

メータの設定」（P.37-8）を参照してください。

すべてのインターフェイスで、OSPF に対する BFD サポートを設定するには、次の作業を行います。

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

Switch> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力しま

す。

ステップ 2 configure terminal

Switch# configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
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次の作業

BFD のモニタリングとトラブルシューティングの詳細については、「BFD のモニタリングとトラブル

シューティング」（P.37-17）を参照してください。別のルーティング プロトコルに対して BFD サポー

トを設定する場合は、次の項を参照してください。

• 「BGP に対する BFD サポートの設定」（P.37-9）

• 「EIGRP に対する BFD サポートの設定」（P.37-10）

1 つ以上のインターフェイスの OSPF に対する BFD サポートの設定

1 つ以上の OSPF インターフェイスで BFD を設定するには、この項の手順に従います。

前提条件

OSPF は、参加しているすべてのスイッチで実行されている必要があります。

BFD セッションを BFD ネイバーに対して実行するインターフェイスで、BFD セッションの基本パラ

メータを設定する必要があります。詳細については、「インターフェイスでの BFD セッション パラ

メータの設定」（P.37-8）を参照してください。

1 つ以上のインターフェイスで OSPF の BFD サポーターを設定するには、次の作業を行います。

ステップ 3 Switch ospf process-id

Switch(config)# router ospf 4

OSPF プロセスを指定し、ルータ コンフィギュレーション 
モードを開始します。

ステップ 4 bfd all-interfaces

Switch(config-router)# bfd all-interfaces

OSPF ルーティング プロセスに関連付けられたすべてのイ

ンターフェイスで、BFD をグローバルにイネーブルにしま

す。

ステップ 5 end

Switch(config-if)# end

インターフェイス コンフィギュレーション モードを終了

して、特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 show bfd neighbors [details]

Switch# show bfd neighbors detail

（任意）BFD ネイバーがアクティブで、BFD が登録した

ルーティング プロトコルが表示されるかどうかの検証に使

用できる情報を表示します。

ステップ 7 show ip ospf

Switch# show ip ospf

（任意）OSPF に対して BFD がイネーブルになっているか

どうかを検証するために使用できる情報を表示します。

コマンドまたはアクション 目的

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

Switch> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力しま

す。

ステップ 2 configure terminal

Switch# configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 3 interface type number

Switch(config)# interface gigabitethernet 6/1

インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始

します。
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次の作業

BFD のモニタリングとトラブルシューティングの詳細については、「BFD のモニタリングとトラブル

シューティング」（P.37-17）を参照してください。別のルーティング プロトコルに対して BFD サポー

トを設定する場合は、次の項を参照してください。

• 「BGP に対する BFD サポートの設定」（P.37-9）

• 「EIGRP に対する BFD サポートの設定」（P.37-10）

スタティック ルーティングのための BFD サポートの設定

スタティック ルーティングのための BFD サポートを設定するには、このタスクを実行します。各 
BFD ネイバーに対してこの手順を繰り返します。詳細については、「例：スタティック ルーティング

のための BFD サポートの設定」（P.37-27）を参照してください。 

スタティック ルーティングのための BFD サポートを設定するには、次の作業を行います。

ステップ 4 ip ospf bfd [disable]

Switch(config-if)# ip ospf bfd

OSPF ルーティング プロセスに関連付けられた 1 つ以上の

インターフェイスに対して、インターフェイスごとに BFD 
をイネーブルまたはディセーブルにします。

（注） スイッチ コンフィギュレーション モードで bfd 
all-interfaces コマンドを使用して OSPF が関連付

けられたすべてのインターフェイスで BFD をイ

ネーブルにした場合にだけ、disable キーワードを

使用する必要があります。

ステップ 5 end

Switch(config-if)# end

インターフェイス コンフィギュレーション モードを終了

して、特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 show bfd neighbors [details]

Switch# show bfd neighbors details

（任意）BFD ネイバーがアクティブで、BFD が登録した

ルーティング プロトコルが表示されるかどうかの検証に使

用できる情報を表示します。

（注） ハードウェア オフロードされた BFD セッション

が、50 ミリ秒の倍数でない Tx および Rx 間隔で設

定されると、ハードウェア間隔が変更されます。

ただし、show bfd neighbors details コマンドの出

力には、変更された間隔ではなく、設定された間

隔が表示されます。

ステップ 7 show ip ospf

Switch# show ip ospf

（任意）OSPF に対して BFD サポートがイネーブルになっ

ているかどうかを検証するために使用できる情報を表示し

ます。

コマンドまたはアクション 目的

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

Switch> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力しま

す。

ステップ 2 configure terminal

Switch# configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
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ステップ 3 interface type number

Switch(config)# interface gigabitethernet6/1

インターフェイスを設定し、インターフェイス コンフィ

ギュレーション モードを開始します。

ステップ 4 no switchport

Switch(config-if)# no switchport

レイヤ 3 にインターフェイスを変更します。

ステップ 5 ip address ip-address mask

Switch(config-if)# ip address 10.201.201.1 
255.255.255.0

インターフェイスに IP アドレスを設定します。

ステップ 6 bfd interval milliseconds min_rx milliseconds 
multiplier interval-multiplier

Switch(config-if)# bfd interval 500 min_rx 500 
multiplier 5

インターフェイスで BFD をイネーブルにします。

ステップ 7 exit

Switch(config-if)# exit

インターフェイス コンフィギュレーション モードを終了

し、グローバル コンフィギュレーション モードに戻りま

す。

ステップ 8 ip route static bfd interface-type 
interface-number ip-address [group group-name 
[passive]]

Switch(config)# ip route static bfd 
Gi6/1 10.1.1.1 group group1 passive

スタティック ルートの BFD ネイバーを指定します。

• BFD が直接接続されたネイバーだけでサポートされて

いるため、interface-type、interface-number、および 
ip-address 引数は必須です。

ステップ 9 ip route [vrf vrf-name] prefix mask {ip-address 
| interface-type interface-number [ip-address]} 
[dhcp] [distance] [name next-hop-name] 
[permanent | track number] [tag tag]

例：
Switch(config)# ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 
Gi6/1 10.201.201.2

スタティック ルートの BFD ネイバーを指定します。

ステップ 10 exit

例：
Switch(config)# exit

グローバル コンフィギュレーション モードを終了し、特

権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 11 show ip static route

例：
Switch# show ip static route

（任意）スタティック ルート データベース情報を表示しま

す。

ステップ 12 show ip static route bfd

例：
Switch# show ip static route bfd

（任意）設定された BFD グループおよび nongroup エント

リからスタティック BFD の設定に関する情報を表示しま

す。

ステップ 13 exit

例：
Switch# exit

特権 EXEC モードを終了し、ユーザ EXEC モードに戻り

ます。

コマンドまたはアクション 目的
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BFD エコー モードの設定

デフォルトでは BFD エコー モードがイネーブルになっていますが、方向ごとに個別に実行できるよう

に、ディセーブルにすることもできます。

BFD エコー モードは非同期 BFD で動作します。エコー パケットはフォワーディング エンジンによっ

て送信され、検出を実行するために、同じパスで転送されます。反対側の BFD セッションはエコー パ
ケットの実際のフォワーディングに関与しません。エコー機能およびフォワーディング エンジンが検

出プロセスを処理するため、2 つの BFD ネイバー間で送信される BFD 制御パケットの数が減少しま

す。また、フォワーディング エンジンが、リモート システムを介さずにリモート（ネイバー）システ

ムの転送パスをテストするため、パケット内遅延が向上する可能性があり、それによって BFD バー

ジョン 0 を BFD セッションの BFD 制御パケットを使用する場合に、障害検出時間を短縮できます。

エコー モードを両端で実行している（両方の BFD ネイバーがエコー モードを実行している）場合は、

非対称性がないと表現されます。

前提条件

BFD は、参加しているすべてのスイッチで実行されている必要があります。

CPU 使用率の上昇を避けるために、BFD エコー モードを使用する前に、no ip redirects コマンドを入

力して、インターネット制御メッセージ プロトコル（ICMP）リダイレクト メッセージの送信をディ

セーブルにする必要があります。

BFD セッションを BFD ネイバーに対して実行するインターフェイスで、BFD セッションの基本パラ

メータを設定する必要があります。詳細については、「インターフェイスでの BFD セッション パラ

メータの設定」（P.37-8）を参照してください。

制約事項　

BFD バージョン 1 でサポートされる BFD エコー モード。

ここでは、BFD エコー モードの次の設定タスクについて説明します。

• 「BFD 低速タイマーの設定」（P.37-15）

• 「非対称性のない BFD エコー モードのディセーブル化」（P.37-16）

（注） BFD エコー モードは、Unicast Reverse Path Forwarding（uRPF; ユニキャスト リバース パス転送）の

設定との組み合わせでは動作しません。BFD エコー モードと uRPF の設定がイネーブルの場合、セッ

ションはフラップします。

BFD 低速タイマーの設定

この手順では、BFD の slow timer 値を変更する方法を示します。各 BFD スイッチに対してこの手順を

繰り返します。
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BFD 低速タイマーを設定する手順は、次のとおりです。

非対称性のない BFD エコー モードのディセーブル化

この手順では、非対称性のない BFD エコー モードをディセーブルにする方法を示します。スイッチか

らエコー パケットが送信されず、スイッチはネイバー スイッチが受信した BFD エコー パケットを転

送しません。

各 BFD スイッチに対してこの手順を繰り返します。

非対称性のない BFD エコー モードをディセーブルにするには、次の作業を行います。

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

Switch> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワード

を入力します。

ステップ 2 configure terminal

Switch# configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを

開始します。

ステップ 3 bfd slow-timer milliseconds

Switch(config)# bfd slow-timer 12000

BFD の slow timer を設定します。

ステップ 4 end

Switch(config)# end

グローバル コンフィギュレーション モードを

終了して、特権 EXEC モードに戻ります。

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Switch> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワード

を入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Switch# configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを

開始します。

ステップ 3 interface type number

例：
Switch(config)# interface GigabitEthernet 6/1

インターフェイス コンフィギュレーション 
モードを開始します。

ステップ 4 no bfd echo

例：
Switch(config-if)# no bfd echo

BFD エコー モードをディセーブルにします。

ステップ 5 end

例：
Switch(config-if)# end

グローバル設定モードを終了し、スイッチを

グローバル コンフィギュレーション モードに

戻します。
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BFD のモニタリングとトラブルシューティング

ここでは、維持とトラブルシューティングのために BFD 情報を取得する方法について説明します。必

要に応じてこれらのタスクのコマンドを、正しい順序で入力します。

BFD セッションの開始と障害の詳細については、「BFD の動作」（P.37-2）を参照してください。

BFD のモニタリングとトラブルシューティングを行うには、次の手順を実行します。

双方向フォワーディング検出の設定例
ここでは、次の設定例を示します。

• 「例：エコー モードがデフォルトでイネーブルになった EIGRP ネットワークでの BFD の設定」

（P.37-17）

• 「例：OSPF ネットワークでの BFD の設定」（P.37-21）

• 「例：BGP ネットワークでの BFD ハードウェア オフロード サポートの設定」（P.37-25）

• 「例：スタティック ルーティングのための BFD サポートの設定」（P.37-27）

例：エコー モードがデフォルトでイネーブルになった EIGRP ネットワー
クでの BFD の設定

次に、Cisco IOS Release 15.1(1) SG で、デフォルトではイネーブルなエコー モードによって、EIGRP 
ネットワークの BFD を設定する例を示します。次の例では、EIGRP ネットワークにスイッチ A、ス

イッチ B およびスイッチ C が含まれます。スイッチ A のギガビット イーサネット インターフェイス 
6/1 が、スイッチ B のギガビット イーサネット インターフェイス 6/1 と同じネットワークに接続され

ます。スイッチ B のギガビット イーサネット インターフェイス 6/1 が、スイッチ C のギガビット イー

サネット インターフェイス 6/1 と同じネットワークに接続されます。

スイッチ A とスイッチ B がエコー モードをサポートした BFD バージョン 1 を実行し、スイッチ C は
エコー モードをサポートしていない BFD バージョン 0 を実行しています。スイッチ C とその BFD ネ
イバー間の BFD セッションは、非対称でエコー モードを実行しています。これは、エコー モードが

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

Switch> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力しま

す。

ステップ 2 show bfd neighbors [details]

Switch# show bfd neighbors details

（任意）BFD 隣接関係データベースを表示します。

• details キーワードを指定すると、すべての BFD プロ

トコル パラメータとネイバーごとにタイマーが表示さ

れます。

ステップ 3 debug bfd [packet | event]

Switch# debug bfd packet

（任意）BFD パケットのデバッグ情報を表示します。
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ルート A およびスイッチ B の転送パスで実行され、それぞれのエコー パケットが BFD セッションと

障害検出のために同じパスに沿って返されるのに対して、BFD ネイバー スイッチ C は、BFD バー

ジョン 0 を実行し、BFD セッションと障害検出のために BFD 制御パケットを使用するためです。

図 37-3 に、複数のスイッチがある大規模な EIGRP ネットワークを示します。その中の 3 台は、ルー

ティング プロトコルとして EIGRP を実行している BFD ネイバーです。

図 37-3 V1 または V0 を実行する 3 台の BFD ネイバーがある EIGRP ネットワーク

この例は、グローバル コンフィギュレーション モードから開始し、BFD の設定を示します。

スイッチ A の設定：

interface GigabitEthernet6/2
no switch
ip address 10.4.9.14 255.255.255.0

!
interface GigabitEthernet6/1
no switchport
ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
bfd interval 50 min_rx 50 multiplier 3 
no shutdown

!
router eigrp 11
network 172.16.0.0
bfd all-interfaces
auto-summary

!
ip default-gateway 10.4.9.1
ip default-network 0.0.0.0
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.4.9.1
ip route 172.16.1.129 255.255.255.255 10.4.9.1
!

スイッチ B の設定：

!
interface GigabitEthernet6/2
no switchport
ip address 10.4.9.34 255.255.255.0

!
interface GigabitEthernet6/1
no switchport
ip address 172.16.1.2 255.255.255.0
bfd interval 50 min_rx 50 multiplier 3

!

 A
 
 6/1

 
 6/1

  6/1172.16.1.2

172.16.1.1 172.16.1.3

 C

 B

33
26

76

 
 6/2

  6/2  

  6/2 

 
 6/2
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router eigrp 11
network 172.16.0.0
bfd all-interfaces
auto-summary

!
ip default-gateway 10.4.9.1
ip default-network 0.0.0.0
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.4.9.1
ip route 172.16.1.129 255.255.255.255 10.4.9.1
!

スイッチ C の設定：

!
!
interface GigabitEthernet6/2
no switchport
no shutdown
ip address 10.4.9.34 255.255.255.0

!
interface GigabitEthernet6/1
no switchport
ip address 172.16.1.3 255.255.255.0
bfd interval 50 min_rx 50 multiplier 3
no shutdown

!
router eigrp 11
network 172.16.0.0
bfd all-interfaces
auto-summary

!
ip default-gateway 10.4.9.1
ip default-network 0.0.0.0
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.4.9.1
ip route 172.16.1.129 255.255.255.255 10.4.9.1
!
!
end

スイッチ A からの show bfd neighbors details コマンドの出力で、3 台のすべてのスイッチで BFD 
セッションが作成され、EIGRP が BFD サポートに対して登録されることを確認できます。出力の 初

のグループは、IP アドレスが 172.16.1.3 のスイッチ C が BFD バージョン 0 を実行しているため、エ

コー モードを使用しないことを示します。出力の 2 番目のグループは、IP アドレスが 172.16.1.2 のス

イッチ B が BFD バージョン 1 を実行していて、50 ミリ秒の BFD interval パラメータが使用されてい

ることを示します。この出力では、対応するコマンド出力が太字で表示されています。

スイッチ A
SwitchA# show bfd neighbors details

OurAddr NeighAddr LD/RD RH/RS Holdown(mult) State Int
172.16.1.1    172.16.1.3 5/3 1(RH) 150 (3 ) Up Gi6/1 
Session state is UP and not using echo function.
Local Diag: 0, Demand mode: 0, Poll bit: 0
MinTxInt: 50000, MinRxInt: 50000, Multiplier: 3
Received MinRxInt: 50000, Received Multiplier: 3
Holdown (hits): 150(0), Hello (hits): 50(1364284)
Rx Count: 1351813, Rx Interval (ms) min/max/avg: 28/64/49 last: 4 ms ago
Tx Count: 1364289, Tx Interval (ms) min/max/avg: 40/68/49 last: 32 ms ago
Registered protocols: EIGRP
Uptime: 18:42:45
Last packet: Version: 0            - Diagnostic: 0
             I Hear You bit: 1     - Demand bit: 0
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             Poll bit: 0           - Final bit: 0
             Multiplier: 3         - Length: 24
             My Discr.: 3          - Your Discr.: 5
             Min tx interval: 50000    - Min rx interval: 50000
             Min Echo interval: 0

OurAddr       NeighAddr     LD/RD  RH/RS   Holdown(mult)  State     Int
172.16.1.1    172.16.1.2     6/1    Up        0    (3 )   Up        Gi6/1
Session state is UP and using echo function with 50 ms interval.
Local Diag: 0, Demand mode: 0, Poll bit: 0
MinTxInt: 1000000, MinRxInt: 1000000, Multiplier: 3
Received MinRxInt: 1000000, Received Multiplier: 3
Holdown (hits): 3000(0), Hello (hits): 1000(317)
Rx Count: 305, Rx Interval (ms) min/max/avg: 1/1016/887 last: 448 ms ago
Tx Count: 319, Tx Interval (ms) min/max/avg: 1/1008/880 last: 532 ms ago
Registered protocols: EIGRP
Uptime: 00:04:30
Last packet: Version: 1            - Diagnostic: 0
             State bit: Up         - Demand bit: 0
             Poll bit: 0           - Final bit: 0
             Multiplier: 3         - Length: 24
             My Discr.: 1          - Your Discr.: 6
             Min tx interval: 1000000    - Min rx interval: 1000000
             Min Echo interval: 50000

スイッチ B からのhow bfd neighbors details コマンドの出力で、BFD セッションが作成され、EIGRP 
が BFD サポートに対して登録されていることを確認できます。前述のように、スイッチ A は BFD 
バージョン 1 を実行するため、エコー モードを実行しており、スイッチ C は BFD バージョン 0 を実行

するため、エコー モードを実行しません。この出力では、対応するコマンド出力が太字で表示されて

います。

スイッチ B
SwitchB# show bfd neighbors details

OurAddr       NeighAddr     LD/RD  RH/RS   Holdown(mult)  State     Int
172.16.1.2    172.16.1.1     1/6    Up        0    (3 )   Up        Gi6/1
Session state is UP and using echo function with 50 ms interval.
Local Diag: 0, Demand mode: 0, Poll bit: 0
MinTxInt: 1000000, MinRxInt: 1000000, Multiplier: 3
Received MinRxInt: 1000000, Received Multiplier: 3
Holdown (hits): 3000(0), Hello (hits): 1000(337)
Rx Count: 341, Rx Interval (ms) min/max/avg: 1/1008/882 last: 364 ms ago
Tx Count: 339, Tx Interval (ms) min/max/avg: 1/1016/886 last: 632 ms ago
Registered protocols: EIGRP
Uptime: 00:05:00
Last packet: Version: 1            - Diagnostic: 0
             State bit: Up         - Demand bit: 0
             Poll bit: 0           - Final bit: 0
             Multiplier: 3         - Length: 24
             My Discr.: 6          - Your Discr.: 1
             Min tx interval: 1000000    - Min rx interval: 1000000
             Min Echo interval: 50000

OurAddr       NeighAddr     LD/RD  RH/RS   Holdown(mult)  State     Int
172.16.1.2    172.16.1.3     3/6    1(RH)     118  (3 )   Up        Gi6/1
Session state is UP and not using echo function.
Local Diag: 0, Demand mode: 0, Poll bit: 0
MinTxInt: 50000, MinRxInt: 50000, Multiplier: 3
Received MinRxInt: 50000, Received Multiplier: 3
Holdown (hits): 150(0), Hello (hits): 50(5735)
Rx Count: 5731, Rx Interval (ms) min/max/avg: 32/72/49 last: 32 ms ago
Tx Count: 5740, Tx Interval (ms) min/max/avg: 40/64/50 last: 44 ms ago
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Registered protocols: EIGRP
Uptime: 00:04:45
Last packet: Version: 0            - Diagnostic: 0
             I Hear You bit: 1     - Demand bit: 0
             Poll bit: 0           - Final bit: 0
             Multiplier: 3         - Length: 24
             My Discr.: 6          - Your Discr.: 3
             Min tx interval: 50000    - Min rx interval: 50000
             Min Echo interval: 0

図 37-4 は、スイッチ B でギガビット イーサネット インターフェイス 6/1 に障害が発生した状態を示し

ています。スイッチ B でギガビット イーサネット インターフェイス 6/1 をシャット ダウンした場合、

スイッチ A とスイッチ B に対応する BFD セッションの BFD 値が小さくなります。

図 37-4 ギガビット イーサネット インターフェイス 6/1 の障害

スイッチ B でギガビット イーサネット インターフェイス 6/1 に障害が発生すると、BFD はスイッチ A 
またはスイッチ C の BFD ネイバーとしてスイッチ B を検出しなくなります。この例では、スイッチ B 
でギガビット イーサネット インターフェイス 6/1 が管理的にシャット ダウンされています。

スイッチ A での show bfd neighbors コマンドからの次の出力では、EIGRP ネットワークのスイッチ 
A に対する唯一の BFD ネイバーを示します。この出力では、対応するコマンド出力が太字で表示され

ています。

SwitchA# show bfd neighbors

OurAddr       NeighAddr     LD/RD  RH/RS   Holdown(mult)  State     Int
172.16.1.1    172.16.1.3     5/3    1(RH)     134  (3 )   Up        Gi6/1

スイッチ C での show bfd neighbors コマンドからの次の出力では、EIGRP ネットワークのスイッチ C 
に対する唯一の BFD ネイバーも示します。この出力では、対応するコマンド出力が太字で表示されて

います。

SwitchC# show bfd neighbors

OurAddr       NeighAddr     LD/RD RH  Holdown(mult)  State     Int
172.16.1.3    172.16.1.1     3/5  1   114  (3 )      Up        Gi6/1

例：OSPF ネットワークでの BFD の設定

次に、Cisco IOS Release 15.1(1) SG で、OSPF ネットワークの BFD を設定する例を示します。次の例

は、スイッチ A とスイッチ B で構成される単純な OSPF ネットワークです。スイッチ A のギガビット 
イーサネット インターフェイス 6/1 が、スイッチ B のギガビット イーサネット インターフェイス 6/1 

 A
 
 6/1

 
 6/1

  6/1172.16.1.2

172.16.1.1 172.16.1.3

 C

 B

33
26

77
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と同じネットワークに接続されます。この例は、グローバル コンフィギュレーション モードから開始

し、BFD の設定を示します。スイッチ A とスイッチ B に対して、OSPF プロセスに関連付けられたす

べてのインターフェイスで、BFD がグローバルに設定されます。

スイッチ A の設定：

!
interface GigsbitEthernet 6/1
no switchport
ip address 172.16.10.1 255.255.255.0
bfd interval 50 min_rx 50 multiplier 3

!
interface GigsbitEthernet 6/2
no switchport

ip address 172.17.0.1 255.255.255.0
!
router ospf 123
log-adjacency-changes detail
network 172.16.0.0 0.0.0.255 area 0
network 172.17.0.0 0.0.0.255 area 0
bfd all-interfaces

スイッチ B の設定：

!
interface GigsbitEthernet 6/1
no switchport
ip address 172.16.10.2 255.255.255.0
bfd interval 50 min_rx 50 multiplier 3

!
interface GigsbitEthernet 6/2
no switchport
ip address 172.18.0.1 255.255.255.0

!
router ospf 123
log-adjacency-changes detail
network 172.16.0.0 0.0.255.255 area 0
network 172.18.0.0 0.0.255.255 area 0
bfd all-interfaces

show bfd neighbors details コマンドの出力で、BFD セッションが作成され、BFD サポートに対して 
OSPF が登録されることを確認できます。この出力では、対応するコマンド出力が太字で表示されてい

ます。

スイッチ A
SwitchA# show bfd neighbors details

OurAddr       NeighAddr     LD/RD RH  Holdown(mult)  State     Int
172.16.10.1   172.16.10.2    1/2  1   532  (3 )      Up        Gi6/1
Local Diag: 0, Demand mode: 0, Poll bit: 0
MinTxInt: 200000, MinRxInt: 200000, Multiplier: 5
Received MinRxInt: 1000, Received Multiplier: 3
Holdown (hits): 600(22), Hello (hits): 200(84453)
Rx Count: 49824, Rx Interval (ms) min/max/avg: 208/440/332 last: 68 ms ago
Tx Count: 84488, Tx Interval (ms) min/max/avg: 152/248/196 last: 192 ms ago
Registered protocols: OSPF
Uptime: 02:18:49
Last packet: Version: 0            - Diagnostic: 0
             I Hear You bit: 1     - Demand bit: 0
             Poll bit: 0           - Final bit: 0
             Multiplier: 3         - Length: 24
             My Discr.: 2          - Your Discr.: 1
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             Min tx interval: 50000    - Min rx interval: 1000
             Min Echo interval: 0

スイッチ B での show bfd neighbors details コマンドの出力で、BFD セッションが作成されたことを

確認できます。

スイッチ B
SwitchB# attach 6 

Switch> show bfd neighbors details

Cleanup timer hits: 0

OurAddr       NeighAddr     LD/RD RH  Holdown(mult)  State     Int
172.16.10.2   172.16.10.1    8/1  1   1000 (5 )      Up        Gi6/1
Local Diag: 0, Demand mode: 0, Poll bit: 0
MinTxInt: 50000, MinRxInt: 1000, Multiplier: 3
Received MinRxInt: 200000, Received Multiplier: 5
Holdown (hits): 1000(0), Hello (hits): 200(5995)
Rx Count: 10126, Rx Interval (ms) min/max/avg: 152/248/196 last: 0 ms ago
Tx Count: 5998, Tx Interval (ms) min/max/avg: 204/440/332 last: 12 ms ago
Last packet: Version: 0            - Diagnostic: 0
             I Hear You bit: 1     - Demand bit: 0
             Poll bit: 0           - Final bit: 0
             Multiplier: 5         - Length: 24
             My Discr.: 1          - Your Discr.: 8
             Min tx interval: 200000    - Min rx interval: 200000
             Min Echo interval: 0
Uptime: 00:33:13
SSO Cleanup Timer called: 0
SSO Cleanup Action Taken: 0
Pseudo pre-emptive process count: 239103 min/max/avg: 8/16/8 last: 0 ms ago
 IPC Tx Failure Count: 0
 IPC Rx Failure Count: 0
 Total Adjs Found: 1

show ip ospf コマンドの出力で、BFD が OSPF に対してイネーブルになっていることを確認できます。

この出力では、対応するコマンド出力が太字で表示されています。

スイッチ A
SwitchA# show ip ospf

 Routing Process "ospf 123" with ID 172.16.10.1
 Supports only single TOS(TOS0) routes
 Supports opaque LSA
 Supports Link-local Signaling (LLS)
 Initial SPF schedule delay 5000 msecs
 Minimum hold time between two consecutive SPFs 10000 msecs
 Maximum wait time between two consecutive SPFs 10000 msecs
 Incremental-SPF disabled
 Minimum LSA interval 5 secs
 Minimum LSA arrival 1000 msecs
 LSA group pacing timer 240 secs
 Interface flood pacing timer 33 msecs
 Retransmission pacing timer 66 msecs
 Number of external LSA 0. Checksum Sum 0x000000
 Number of opaque AS LSA 0. Checksum Sum 0x000000
 Number of DCbitless external and opaque AS LSA 0
 Number of DoNotAge external and opaque AS LSA 0
 Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
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 External flood list length 0
BFD is enabled

    Area BACKBONE(0)
        Number of interfaces in this area is 2 (1 loopback)
        Area has no authentication
        SPF algorithm last executed 00:00:08.828 ago
        SPF algorithm executed 9 times
        Area ranges are
        Number of LSA 3. Checksum Sum 0x028417
        Number of opaque link LSA 0. Checksum Sum 0x000000
        Number of DCbitless LSA 0
        Number of indication LSA 0
        Number of DoNotAge LSA 0
        Flood list length 0

スイッチ B
SwitchB# show ip ospf

 Routing Process "ospf 123" with ID 172.18.0.1
 Supports only single TOS(TOS0) routes
 Supports opaque LSA
 Supports Link-local Signaling (LLS)
 Supports area transit capability
 Initial SPF schedule delay 5000 msecs
 Minimum hold time between two consecutive SPFs 10000 msecs
 Maximum wait time between two consecutive SPFs 10000 msecs
 Incremental-SPF disabled
 Minimum LSA interval 5 secs
 Minimum LSA arrival 1000 msecs
 LSA group pacing timer 240 secs
 Interface flood pacing timer 33 msecs
 Retransmission pacing timer 66 msecs
 Number of external LSA 0. Checksum Sum 0x0     
 Number of opaque AS LSA 0. Checksum Sum 0x0     
 Number of DCbitless external and opaque AS LSA 0
 Number of DoNotAge external and opaque AS LSA 0
 Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
 Number of areas transit capable is 0
 External flood list length 0
BFD is enabled

    Area BACKBONE(0)
        Number of interfaces in this area is 2 (1 loopback)
        Area has no authentication
        SPF algorithm last executed 02:07:30.932 ago
        SPF algorithm executed 7 times
        Area ranges are
        Number of LSA 3. Checksum Sum 0x28417 
        Number of opaque link LSA 0. Checksum Sum 0x0     
        Number of DCbitless LSA 0
        Number of indication LSA 0
        Number of DoNotAge LSA 0
        Flood list length 0

show ip ospf interface コマンドの出力で、スイッチ A とスイッチ B を接続しているインターフェイス

で OSPF に対して BFD がイネーブルになっていることを確認できます。この出力では、対応するコマ

ンド出力が太字で表示されています。

スイッチ A
SwitchA# show ip ospf interface gigabitethernet 6/1

show ip ospf interface gigabitethernet 6/1
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Gigabitethernet 6/1 is up, line protocol is up 
  Internet Address 172.16.10.1/24, Area 0 
  Process ID 123, Router ID 172.16.10.1, Network Type BROADCAST, Cost: 1
  Transmit Delay is 1 sec, State BDR, Priority 1, BFD enabled
  Designated Router (ID) 172.18.0.1, Interface address 172.16.10.2
  Backup Designated router (ID) 172.16.10.1, Interface address 172.16.10.1
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
    oob-resync timeout 40
    Hello due in 00:00:03
  Supports Link-local Signaling (LLS)
  Index 1/1, flood queue length 0
  Next 0x0(0)/0x0(0)
  Last flood scan length is 1, maximum is 1
  Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
  Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1 
    Adjacent with neighbor 172.18.0.1  (Designated Router)
  Suppress hello for 0 neighbor(s)

スイッチ B
SwitchB# show ip ospf interface gigabitethernet 6/1

Gigabitethernet 6/1 is up, line protocol is up 
  Internet Address 172.18.0.1/24, Area 0 
  Process ID 123, Router ID 172.18.0.1, Network Type BROADCAST, Cost: 1
  Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1, BFD enabled
  Designated Router (ID) 172.18.0.1, Interface address 172.18.0.1
  No backup designated router on this network
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
    oob-resync timeout 40
    Hello due in 00:00:01
  Supports Link-local Signaling (LLS)
  Index 1/1, flood queue length 0
  Next 0x0(0)/0x0(0)
  Last flood scan length is 0, maximum is 0
  Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
  Neighbor Count is 0, Adjacent neighbor count is 0 
  Suppress hello for 0 neighbor(s)

例：BGP ネットワークでの BFD ハードウェア オフロード サポートの設定

次に、Cisco IOS Release 15.1(1) SG で、BGP ネットワークの BFD ハードウェア オフロード サポート

を設定する例を示します。次の例は、スイッチ A とスイッチ B で構成される単純な BGP ネットワーク

です。スイッチ A のギガビット イーサネット インターフェイス 6/1 が、スイッチ B のギガビット イー

サネット インターフェイス 6/1 と同じネットワークに接続されます。

スイッチ A の設定：

!
interface GigabitEthernet 6/1
 no switchport 
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
 bfd interval 50 min_rx 50 multiplier 3
 no bfd echo

router bgp 10
  neighbor 1.1.1.2 remote-as 10
  neighbor 1.1.1.2 fall-over bfd
!
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スイッチ B の設定：

!
interface GigabitEthernet 6/1
 no switchport 
 ip address 1.1.1.2 255.255.255.0
 bfd interval 50 min_rx 50 multiplier 3
 no bfd echo

router bgp 10
  neighbor 1.1.1.1 remote-as 10
  neighbor 1.1.1.1 fall-over bfd
!

スイッチ A からの show bfd neighbors details コマンドの出力で、BFD セッションが作成され、BFD 
サポートに対して BGP が登録されることを確認できます。この出力では、対応するコマンド出力が太

字で表示されています。

スイッチ A
SwitchA# show bfd neighbors details

IPv4 Sessions
NeighAddr                              LD/RD         RH/RS     State     Int
1.1.1.1                                 1/1          Up        Up        Gi3/2
Session state is UP and not using echo function.
Session Host: Hardware
OurAddr: 1.1.1.2        
Local Diag: 0, Demand mode: 0, Poll bit: 0
MinTxInt: 50000, MinRxInt: 50000, Multiplier: 3
Received MinRxInt: 50000, Received Multiplier: 3
Holddown (hits): 0(0), Hello (hits): 50(0)
Rx Count: 8678
Tx Count: 8680
Elapsed time watermarks: 0 0 (last: 0)
Registered protocols:  BGP
Uptime: 00:06:18
Last packet: Version: 1                  - Diagnostic: 0
             State bit: Up               - Demand bit: 0
             Poll bit: 0                 - Final bit: 0
             Multiplier: 3               - Length: 24
             My Discr.: 1                   - Your Discr.: 1
             Min tx interval: 50000      - Min rx interval: 50000
             Min Echo interval: 0       

スイッチ B での show bfd neighbors details コマンドの出力で、BFD セッションが作成されたことを

確認できます。

スイッチ B
SwitchB# attach 6

Switch> show bfd neighbors details

IPv4 Sessions
NeighAddr                              LD/RD         RH/RS     State     Int
1.1.1.2                                 1/1          Up        Up        Gi1/2
Session state is UP and not using echo function.
Session Host: Hardware
OurAddr: 1.1.1.1        
Local Diag: 0, Demand mode: 0, Poll bit: 0
MinTxInt: 50000, MinRxInt: 50000, Multiplier: 3
Received MinRxInt: 50000, Received Multiplier: 3
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Holddown (hits): 0(0), Hello (hits): 50(0)
Rx Count: 10138
Tx Count: 10139
Elapsed time watermarks: 0 0 (last: 0)
Registered protocols: BGP
Uptime: 00:07:22
Last packet: Version: 1                  - Diagnostic: 0
             State bit: Up               - Demand bit: 0
             Poll bit: 0                 - Final bit: 0
             Multiplier: 3               - Length: 24
             My Discr.: 1                   - Your Discr.: 1
             Min tx interval: 50000      - Min rx interval: 50000
             Min Echo interval: 0       

show ip bgp neighbors コマンドの出力で、BFD が BGP ネイバーに対してイネーブルになっているこ

とを確認できます。

スイッチ A
SwitchA# show ip bgp neighbors

BGP neighbor is 1.1.1.2,  remote AS 45000, external link
 Using BFD to detect fast fallover
..

スイッチ B
SwitchB# show ip bgp neighbors

BGP neighbor is 1.1.1.1,  remote AS 40000, external link
 Using BFD to detect fast fallover
..

例：スタティック ルーティングのための BFD サポートの設定

次の例は、スイッチ A とスイッチ B で構成されるネットワークです。スイッチ A のギガビット イーサ

ネット インターフェイス 6/1 が、スイッチ B のギガビット イーサネット インターフェイス 6/1 と同じ

ネットワークに接続されます。起動する BFD セッションに対して、スイッチ B を設定する必要があり

ます。

スイッチ A
configure terminal
no switchport
interface Gigabit Ethernet 6/1
ip address 10.201.201.1 255.255.255.0
bfd interval 500 min_rx 500 multiplier 5

ip route static bfd Gigabit Ethernet 6/1 10.201.201.2
ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 Gigabit Ethernet 6/1 10.201.201.2

スイッチ B
configure terminal
no switchport
interface Gigabit Ethernet 6/1
ip address 10.201.201.2 255.255.255.0
bfd interval 500 min_rx 500 multiplier 5

ip route static bfd Gigabit Ethernet 6/1 10.201.201.1
ip route 10.1.1.1 255.255.255.255 Gigabit Ethernet 6/1 10.201.201.1
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（注） スイッチ B のスタティック ルートが単独で存在していて、10.201.201.1 と 10.201.201.2 の間で BFD 
セッションをイネーブルにします。設定する有益なスタティック ルートがない場合、パケットの転送

に影響しないプレフィックス、たとえば、ローカルで設定されたループバック インターフェイスを選

択します。

その他の関連資料

関連資料

標準

関連項目 参照先

Cisco IOS コマンド 『Cisco IOS Master Command List, All Releases』

BGP の設定とモニタリング 『Cisco IOS IP Routing Protocols Configuration Guide』の「Cisco 
BGP Overview」の章

EIGRP の設定とモニタリング 『Cisco IOS IP Routing Protocols Configuration Guide』の

「Configuring EIGRP」の章

OSPF の設定とモニタリング 『Cisco IOS IP Routing Protocols Configuration Guide』の

「Configuring OSPF」の章

BFD コマンド：コマンド構文、コマンド モード、コ

マンド履歴、デフォルト、使用に関する注意事項、

および例

『Cisco IOS IP Routing: Protocol-Independent Command Reference』

BGP コマンド：コマンド構文、コマンド モード、コ

マンド履歴、デフォルト、使用に関する注意事項、

および例

『Cisco IOS IP Routing: Protocol-Independent Command Reference』

EIGRP コマンド：コマンド構文、コマンド モード、

コマンド履歴、デフォルト、使用に関する注意事項、

および例

『Cisco IOS IP Routing: Protocol-Independent Command Reference』

OSPF コマンド：コマンド構文、コマンド モード、

コマンド履歴、デフォルト、使用に関する注意事項、

および例

『Cisco IOS IP Routing: Protocol-Independent Command Reference』

標準 タイトル

IETF ドラフト BFD for IPv4 and IPv6 (Single Hop)、2009 年 2 月 

IETF ドラフト Bidirectional Forwarding Detection、2009 年 2 月 

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/allreleasemcl/all_book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/iproute_bgp/configuration/guide/irg_overview.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/iproute_bgp/configuration/guide/irg_overview.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/iproute_eigrp/configuration/guide/ire_cfg_eigrp.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/iproute_eigrp/configuration/guide/ire_cfg_eigrp.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/iproute_ospf/configuration/guide/iro_cfg.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/iproute_pi/command/reference/iri_book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/iproute_pi/command/reference/iri_book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/iproute_pi/command/reference/iri_book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/iproute_pi/command/reference/iri_book.html
http://tools.ietf.org/html/draft-ietf-bfd-v4v6-1hop-09
http://tools.ietf.org/html/draft-ietf-bfd-base-09
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管理情報ベース（MIB）

RFC

シスコのテクニカル サポート

MIB MIB へのリンク

この機能によってサポートされる新しい MIB または

変更された MIB はありません。またこの機能による

既存 MIB のサポートに変更はありません。

選択したプラットフォーム、Cisco ソフトウェア リリース、および

フィーチャ セットの MIB を検索してダウンロードする場合は、次

の URL にある Cisco MIB Locator を使用します。

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

RFC タイトル

この機能によりサポートされた新規 RFC または改訂 
RFC はありません。またこの機能による既存 RFC の
サポートに変更はありません。

—

説明 リンク

右の URL にアクセスして、シスコのテクニカル サ
ポートを 大限に活用してください。これらのリソー

スは、ソフトウェアをインストールして設定したり、

シスコの製品やテクノロジーに関する技術的問題を解

決したりするために使用してください。この Web サ
イト上のツールにアクセスする際は、Cisco.com のロ

グイン ID およびパスワードが必要です。

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html 

http://www.cisco.com/go/mibs
http://www.cisco.com/public/support/tac/home.shtml
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38
ポリシーベース ルーティングの設定

この章では、Catalyst 4500 シリーズ スイッチ上でのポリシーベース ルーティング（PBR）の設定作業

について説明します。主な内容は次のとおりです。

• 「ポリシーベース ルーティングについて」（P.38-1）

• 「ポリシーベース ルーティング（PBR）の設定作業」（P.38-5）

• 「PBR の設定例」（P.38-8）

（注） この章で使用するスイッチ コマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL で『Cisco 
Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』と関連資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products//hw/switches/ps4324/index.html

『Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』に掲載されていないコマンドについては、より詳

細な Cisco IOS ライブラリを参照してください。次の URL でCisco IOS コマンド リファレンスと関連

資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html

（注） 機能に関連するハードウェア プラットフォームまたはソフトウェア イメージ情報を確認するには、

Cisco.com にある Feature Navigator を使用して機能に関する情報を検索するか、または特定のリリー

スのソフトウェア リリースノートを参照してください。

ポリシーベース ルーティングについて
ここでは、次の内容について説明します。

• 「PBR について」（P.38-2）

• 「PBR の使用」（P.38-5）

PBR は、トラフィック フローに関するポリシーを定義し、ルーティング プロトコルから派生したルー

トへの依存度を軽減することによって、パケット ルーティングを柔軟に行えるようにします。PBR は、

ルーティング プロトコルで提供される既存のメカニズムを拡張および補完することにより、ルーティ

ングの制御を強化します。PBR を使用すれば、高コスト リンク上のプライオリティ トラフィックな

ど、特定のトラフィックのパスを指定することができます。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html
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設定したポリシーに基づいてパケットをルーティングする方法として、PBR を設定できます。たとえ

ば、特定のエンド システムの ID またはアプリケーション プロトコルに基づいてパスを許可または拒否

するルーティング ポリシーを実装することができます。

PBR を使用すると、次の作業を実行できます。

• 拡張アクセス リスト基準に基づいたトラフィックの分類。リストにアクセスし、一致基準を設定

します。

• 特定のトラフィック処理が行われたパスへのパケットのルーティング。

ポリシーは、IP アドレス、ポート番号、またはプロトコルをベースとします。単純なポリシーの場合

はこれらの記述子のいずれかを使用し、複雑なポリシーの場合はこれらのすべてを使用します。

PBR について

PBR がイネーブルのインターフェイスで受信されたすべてのパケットは、ルート マップという拡張パ

ケット フィルタを通過します。PBR で使用するルート マップはポリシーを要求し、パケットの転送先

を判断します。

ルート マップは、許可または拒否としてマークできる文で構成されます。これは、次の方法で解釈さ

れます。

• 文が deny とマークされている場合、一致基準に合致したパケットは通常転送チャネルを使用して

送り返され、宛先ベースのルーティングを実行します。

• 文が permit とマークされていてパケットがアクセス リストと一致している場合、 初の有効な set 
句がそのパケットに適用されます。

これについては、「ルート マップについて」（P.38-2）で詳しく説明します。

PBR を着信インターフェイス（パケットを受信するインターフェイス）に指定できますが、発信イン

ターフェイスには指定できません。

ルート マップについて

PBR は、着信インターフェイス上でルート マップを適用することによって実装されます。インター

フェイスごとに 1 つずつのルート マップを設定することができます。

ルート マップは、グローバル コンフィギュレーション パーサー モードで設定されます。その後で、1 
つ以上のインターフェイスにこのルート マップを（インターフェイス コンフィギュレーション パー

サー サブモードで）適用することができます。

ルート マップは、1 つ以上のルート マップ文で構成されます。文ごとに、シーケンス番号と permit 句
または deny 句が付加されます。

各ルート マップ文には、match コマンドと set コマンドが含まれています。match コマンドは、パ

ケット データに適用される一致基準を示します。set コマンドは、パケットに対して実行される PBR 
アクションを示します。

次に、rm-test という名前の 1 つのルート マップと 6 つのルート マップ文の例を示します。

    route-map rm-test permit 21
     match ip address 101
     set ip next-hop 21.1.1.1
    !
    route-map rm-test permit 22
     match ip address 102
     set ip next-hop 22.2.2.1
    !
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    route-map rm-test permit 23
     match ip address 101 2102
     set interface vlan23
!
    route-map rm-test deny 24
     match ip address 104
     set ip next-hop 24.4.4.1
    !
    route-map rm-test deny 25
     match ip address 105
     set ip next-hop 25.5.5.1
    !
    route-map rm-test permit 26
     match ip address 2104
     set ip next-hop 26.6.6.1

数字の 21、22、... 26 は、ルート マップ文のシーケンス番号です。

ここでは、次の内容について説明します。

• 「PBR ルート マップ処理ロジック」（P.38-3）

• 「PBR ルート マップ処理ロジックの例」（P.38-4）

PBR ルート マップ処理ロジック

パケットがルート マップで設定されたインターフェイスに到着すると、転送ロジックがシーケンス番

号順にそれぞれのルート マップ文を処理します。

出現したルート マップ文が route-map...permit 文の場合：

• パケットが match コマンド内の基準と照合されます。このコマンドは、1 つ以上の permit 式また

は deny 式を含めることが可能な ACL を参照することができます。パケットが ACL 内の式と照合

され、許可 /拒否の決定が下されます。

• 下された決定が許可の場合は、PBR ロジックがパケット上の set コマンドで指定されたアクション

を実行します。

• 下された決定が拒否の場合は、PBR アクション（set コマンドで指定された）が適用されません。

代わりに、処理ロジックが、シーケンス内の次のルート マップ文（シーケンス番号が次に高い文）

に移動します。次の文が存在しない場合は、PBR 処理が終了し、パケットがデフォルトの IP ルー

ティング テーブルを使用してルーティングされます。

出現したルート マップ文が route-map... deny 文の場合：

• パケットが match コマンドで指定された基準と照合されます。このコマンドは、1 つ以上の 
permit 式または deny 式を含めることが可能な ACL を参照することができます。パケットが ACL 
内の式と照合され、許可 /拒否の決定が下されます。

• 基準の決定が許可の場合は、PBR 処理が終了し、パケットがデフォルトの IP ルーティング テーブ

ルを使用してルーティングされます。

• 基準の決定が拒否の場合は、PBR 処理ロジックがシーケンス内の次のルート マップ文（シーケン

ス番号が次に高い文）に移動します。次の文が存在しない場合は、PBR 処理が終了し、パケット

がデフォルトの IP ルーティング テーブルを使用してルーティングされます。

（注） set コマンドは、route-map... deny 文内部に影響しません。
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PBR ルート マップ処理ロジックの例

次のように定義された rm-test という名前のルート マップを取り上げます。

    access-list 101  permit tcp host 61.1.1.1 host 133.3.3.1 eq 101
    access-list 102  deny   tcp host 61.1.1.1 host 133.3.3.1 eq 102
    access-list 2102 permit tcp host 61.1.1.1 host 133.3.3.1 eq 102
    access-list 104  deny   tcp host 61.1.1.1 host 133.3.3.1 eq 104
    access-list 2104 permit tcp host 61.1.1.1 host 133.3.3.1 eq 104
    access-list 105  permit tcp host 61.1.1.1 host 133.3.3.1 eq 105

    route-map rm-test permit 21
     match ip address 101
     set ip next-hop 21.1.1.1
    !
    route-map rm-test permit 22
     match ip address 102
     set ip next-hop 22.2.2.1
    !
    route-map rm-test permit 23
     match ip address 101 2102
     set interface vlan23
    !
    route-map rm-test deny 24
     match ip address 104
     set ip next-hop 24.4.4.1
    !

    route-map rm-test deny 25
     match ip address 105
     set ip next-hop 25.5.5.1
    !
    route-map rm-test permit 26
     match ip address 2104
     set ip next-hop 26.6.6.1

• 宛先ポートが 101 で 61.1.1.1 から 133.3.3.1 に転送される TCP パケット

– シーケンス番号 21 の ACL 101 と一致します。

– PBR がネクストホップ 21.1.1.1 経由でスイッチされます。

（注） ACL 101 は、シーケンス番号 23 とも一致しますが、処理がその時点まで到達しません。

• 宛先ポートが 102 で 61.1.1.1 から 133.3.3.1 に転送される TCP パケット

– シーケンス番号 21 で、ACL 101 アクションがこのパケットを拒否します（理由は、すべての 
ACL に黙示的拒否が含まれているためです）。処理がシーケンス番号 22 に進みます。

– シーケンス番号 22 で、ACL 102 が TCP ポート 102 と一致しますが、ACL アクションは拒否

です。処理がシーケンス番号 23 に進みます。

– シーケンス番号 23 で、ACL 2102 が TCP ポート 102 と一致しますが、ACL アクションは許

可です。

– パケットが出力インターフェイス VLAN 23 にスイッチされます。
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• 宛先ポートが 105 で 61.1.1.1 から 133.3.3.1 に転送される TCP パケット

– 処理が、シーケンス番号 21 からシーケンス番号 24 に移動します。これは、これらのシーケン

ス番号内の ACL にポート 105 に対する拒否アクションが含まれているためです。

– シーケンス番号 25 で、ACL 105 に TCP ポート 105 に対する許可アクションが含まれていま

す。

– ルート マップの拒否が実行され、パケットがデフォルトの IP ルーティング テーブルを使用し

てルーティングされます。

Catalyst 4500 シリーズ スイッチは、ルート マップの一致基準内の ACL で記述された一連のパケット

と一致する TCAM 内のエントリをインストールすることによって、ルート マップ アクションとパケッ

トを照合します。これらの TCAM エントリは、ハードウェアがそのアクションをサポートしない、ま

たはハードウェアのリソースが消費されている場合に、必要な出力アクションを実行するか、または、

パケットをソフトウェアに転送する隣接関係を示します。

ルート マップで set interface ... アクションが指定されている場合は、match 文と一致するパケットが

ソフトウェアでルーティングされます。同様に、ルート マップで set default interface ... アクションが

指定されており、一致するパケットの IP ルートが存在しない場合は、パケットがソフトウェアでルー

ティングされます。

PBR の使用

PBR で特定のパケットのルーティング パスを IP ルーティングによって選択されるデフォルト パスか

ら変更することができます。たとえば、次の機能を提供するために、PBR を使用できます。

• 同等アクセス

• プロトコル依存ルーティング

• 送信元依存ルーティング

• 双方向対バッチ トラフィックに基づくルーティング

• 専用リンクに基づくルーティング

アプリケーションまたはトラフィックによっては、送信元依存ルーティングが有効です。たとえば、在

庫記録を本社に送信する場合は高帯域幅で高コストのリンクを短時間使用し、電子メールなどの日常的

に使うアプリケーション データは低帯域幅で低コストのリンクで送信します。

（注） PBR の設定は、グローバル ルーティング テーブルに属しているインターフェイス上でのみ可能です。

PBR は、VRF に属しているインターフェイス上ではサポートされません。

ポリシーベース ルーティング（PBR）の設定作業
ここでは、PBR を設定するために実行する作業について説明します。 初の項の作業は必須ですが、

残りの項の作業は任意です。設定例については、「PBR の設定例」（P.38-8）を参照してください。

• 「PBR のイネーブル化」（P.38-6）（必須）

• 「ローカル PBR のイネーブル化」（P.38-8）（任意）
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PBR のイネーブル化

PBR をイネーブルにするには、一致基準およびすべての match 句と一致した場合の動作を指定する

ルート マップを作成する必要があります。次に、そのルート マップを特定のインターフェイスに適用

する必要があります。指定したインターフェイスに着信したパケットのうち、match 句と一致したもの

はすべて PBR の対象になります。

特定のインターフェイス上で PBR をイネーブルにするには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch(config)# route-map map-tag [permit | 
deny] [sequence-number]

パケットの送信先を制御するルート マップを定義します。こ

のコマンドは、スイッチをルート マップ コンフィギュレー

ション モードにします。

ステップ 2 Switch(config-route-map)# match ip address 
{access-list-number | name} 
[...access-list-number | name] 

一致基準を指定します。一致基準は、1 つまたは複数の標準

アクセス リストまたは拡張 IP アクセス リストの形式を取り

ます。アクセス リストでは、送信元 IP アドレスと宛先 IP ア
ドレス、プロトコル タイプ、およびポート番号を指定するこ

とができます。標準アクセス リストと拡張 IP アクセス リス

トの詳細については、第 51 章「ACL によるネットワーク セ
キュリティの設定」を参照してください。

ステップ 3 Switch(config-route-map)# set ip next-hop 
ip-address [... ip-address]

Or

一致するパケットが送信されるネクストホップ IP アドレス

を指定します。ここで指定したネクストホップ IP アドレス

は、このスイッチに直接接続されたサブネットに属している

必要があります。

複数のネクストホップ IP アドレスを指定した場合は、 初

に使用可能なネクストホップが、一致するパケットのルー

ティングで選択されます。何らかの理由でネクストホップが

使用できない（または使用できなくなった）場合は、リスト

内で次のネクストホップが選択されます。

ステップ 4 Switch(config-route-map)# set interface 
interface-type interface-number
[... type number]

Or

パケットが送信される出力インターフェイスを指定します。

この動作は、パケットがローカル インターフェイスの外に転

送されるように指定します。このインターフェイスはレイヤ 
3 インターフェイス（スイッチポートではない）にする必要

があります。

パケットは、次の条件のいずれかが満たされた場合にのみ、

指定されたインターフェイスに転送されます。

• パケット内の宛先 IP アドレスが、指定されたインター

フェイスが属している IP サブネット内に収まっている。

• パケット内の宛先 IP アドレスが、指定されたインター

フェイス経由で到達可能である（IP ルーティング テー

ブル経由）。

パケット上の宛先 IP アドレスがこれらの条件のいずれも満

たしていない場合は、パケットがドロップされます。このア

クションは、一致するパケットをソフトウェアでスイッチす

るように強制します。
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set コマンドを相互に使用します。これらのコマンドは、上記のステップ 3 に示す順序に従って評価さ

れます。使用可能なネクスト ホップはインターフェイスで暗黙指定されます。ローカル スイッチがネ

クスト ホップを発見して、それが使用可能なインターフェイスの場合は、そのスイッチがパケットを

ルーティングします。

ステップ 5 Switch(config-route-map)# set ip default 
next-hop ip-address [... ip-address]

Or

パケット内の宛先 IP アドレスに関する明示ルートが存在し

ない場合にパケットをルーティングするネクスト ホップを設

定します。ネクスト ホップにパケットを転送する前に、ス

イッチはパケットの宛先アドレスをユニキャスト ルーティン

グ テーブル内で検索します。一致するものが見つかった場

合、パケットはルーティング テーブルを経由して転送されま

す。一致するものが見つからなかった場合、パケットは指定

されたネクスト ホップに転送されます。

ステップ 6 Switch(config-route-map)# set default 
interface interface-type interface-number 
[...type ...number]

この宛先に関する明示ルートが存在しない場合にパケットが

送信される出力インターフェイスを指定します。ネクスト 
ホップにパケットを転送する前に、スイッチはパケットの宛

先アドレスをユニキャスト ルーティング テーブル内で検索

します。一致するものが見つかった場合、パケットはルー

ティング テーブルを使用して転送されます。一致するものが

見つからなかった場合、パケットは指定された出力インター

フェイスに転送されます。

パケットは、次の条件のいずれかが満たされた場合にのみ、

指定されたインターフェイスに転送されます。

• パケット内の宛先 IP アドレスが、指定されたインター

フェイスが属している IP サブネット内に収まっている。

• パケット内の宛先 IP アドレスが、指定されたインター

フェイス経由で到達可能である（IP ルーティング テー

ブル経由）。

パケット上の宛先 IP アドレスがこれらの条件のいずれも満

たしていない場合は、パケットがドロップされます。このア

クションは、一致するパケットをソフトウェアでスイッチす

るように強制します。

ステップ 7 Switch(config-route-map)# interface 
interface-type interface-number

インターフェイスを指定します。このコマンドは、スイッチ

をインターフェイス コンフィギュレーション モードにしま

す。

ステップ 8 Switch(config-if)# ip policy route-map map-tag PBR で使用するルート マップを識別します。1 つのイン

ターフェイスに対して使用できるルート マップ タグは 1 つ
だけですが、異なるシーケンス番号を持つルート マップ エ
ントリを複数設定できます。これらのエントリは、 初の一

致が見つかるまで、シーケンス番号順に評価されます。一致

する項目がない場合、パケットは通常どおりにルーティング

されます。

コマンド 目的
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ローカル PBR のイネーブル化

スイッチで生成されたパケットは、通常どおりにポリシー ルーティングされません。このようなパ

ケットに対してローカル PBR をイネーブルにするために、次のコマンドを入力して、スイッチで使用

されるルート マップを指定します。

これで、スイッチから発信されるすべてのパケットがローカル PBR の対象となります。

ローカル PBR で使用するルート マップ（ある場合）を表示するには、show ip local policy コマンドを

使用します。

サポートされていないコマンド

ルートマップ コンフィギュレーション モードの次の PBR コマンドは CLI のものですが、Catalyst 
4500 シリーズ スイッチの Cisco IOS ではサポートされていません。これらのコマンドを使用しようと

すると、エラー メッセージが表示されます。

• match-length

• set ip qos

• set ip tos

• set ip precedence

PBR の設定例
ここでは、PBR の設定例を示します。

• 「同等アクセス」（P.38-8）

• 「ネクスト ホップの変更」（P.38-9）

• 「ACE の拒否」（P.38-9）

PBR の設定方法については、この章の「ポリシーベース ルーティング（PBR）の設定作業」を参照し

てください。

同等アクセス

次に、2 つの送信元が、異なるサービス プロバイダーに対して同等アクセスを持つ例を示します。ス

イッチにパケットの宛先に関する明示ルートが設定されていない場合は、送信元 1.1.1.1 からインター

フェイス fastethernet 3/1 に到着したパケットが 6.6.6.6 にあるスイッチに送信されます。スイッチにパ

ケットの宛先に関する明示ルートが設定されていない場合は、送信元 2.2.2.2 から到着したパケットが 
7.7.7.7 にあるスイッチに送信されます。スイッチに宛先に関する明示ルートが設定されていないその

他のパケットはすべて廃棄されます。

Switch (config)# access-list 1 permit ip 1.1.1.1
access-list 1 permit ip 1.1.1.1
!

コマンド 目的

Switch(config)# ip local policy route-map map-tag ローカル PBR で使用するルート マップを識別します。
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interface fastethernet 3/1
ip policy route-map equal-access

!

route-map equal-access permit 10
match ip address 1
set ip default next-hop 6.6.6.6

route-map equal-access permit 20
match ip address 2
set ip default next-hop 7.7.7.7

route-map equal-access permit 30
set default interface null0

（注） ドロップするパケットが 初の 2 つのルート マップ句のいずれとも一致しない場合は、

set default interface null0 を set interface null0 に変更します。

ネクスト ホップの変更

次に、異なる送信元から異なる場所（ネクスト ホップ）へルーティングする例を示します。送信元 
1.1.1.1 から着信したパケットは 3.3.3.3 にあるネクスト ホップに送信され、送信元 2.2.2.2 から着信し

たパケットは 3.3.3.5 にあるネクスト ホップへ送信されます。

access-list 1 permit ip 1.1.1.1
access-list 2 permit ip 2.2.2.2
!
interface fastethernet 3/1
 ip policy route-map Texas
!
route-map Texas permit 10
 match ip address 1
 set ip next-hop 3.3.3.3
!
route-map Texas permit 20
 match ip address 2
 set ip next-hop 3.3.3.5

ACE の拒否

次に、指定されたルート マップ シーケンスの処理を停止し、次のシーケンスに飛ぶ例を示します。送

信元 1.1.1.1 から着信したパケットは、シーケンス 10 をスキップしてシーケンス 20 に飛びます。サブ

ネット 1.1.1.0 から着信する他のすべてのパケットは、シーケンス 10 の set 文に従います。

access-list 1 deny ip 1.1.1.1
access-list 1 permit ip 1.1.1.0 0.0.0.255
access-list 2 permit ip 1.1.1.1
access-list 2 permit ip 2.2.2.2
!
interface fastethernet 3/1
ip policy route-map Texas
!
route-map Texas permit 10
match ip address 1
set ip next-hop 3.3.3.3
!
route-map Texas permit 20
match ip address 2
set ip next-hop 3.3.3.5
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VRF-Lite の設定

Virtual Private Network（VPN; バーチャル プライベート ネットワーク）は、ISP バックボーン ネット

ワーク上でお客様にセキュアな帯域幅共有を提供します。VPN は、共通ルーティング テーブルを共有

するサイトの集合です。カスタマーのサイトは、1 つまたは複数のインターフェイスでサービス プロバ

イダーのネットワークに接続され、サービス プロバイダーが各インターフェイスを VPN ルーティング 
テーブルに対応付けます。VPN ルーティング テーブルは、VPN Routing/Forwarding（VRF; VPN 
ルーティング /転送）テーブルと呼ばれます。

Catalyst 4500 シリーズ スイッチは、VRF-Lite 機能を使用して Customer Edge（CE; カスタマー エッ

ジ）デバイスで複数の VRF インスタンスをサポートします。（VRF-Lite は、Multi-VRF CE、または 
Multi-VRF CE デバイスともいいます）。VRF-Lite によって、サービス プロバイダーは 1 つのインター

フェイスを使用して、重複する IP アドレスを持つ複数の VPN をサポートできます。

（注） Cisco IOS Release 12.2(52)SG から、Catalyst 4500 シリーズ スイッチでは、ルーティング プロトコル 
OSPF/EIGRP/BGP での VRF-Lite NSF サポートがサポートされています。

（注） スイッチでは、VPN のサポートのためにマルチプロトコル ラベル スイッチング（MPLS）が使用され

ません。MPLS VRF の詳細については、次の URL で『Cisco IOS Switching Services Configuration 
Guide』を参照してください。 

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mpls/configuration/guide/mp_vpn_ipv4_ipv6_ps6922_TSD_Pro
ducts_Configuration_Guide_Chapter.html 

この章の内容は、次のとおりです。

• 「VRF-Lite について」（P.39-2）

• 「VRF-Lite のデフォルト設定」（P.39-3）

• 「VRF-Lite 設定時の注意事項」（P.39-4）

• 「VRF の設定」（P.39-5）

• 「VRF 認識サービスの設定」（P.39-6）

• 「TACACS+ サーバ用の Per-VRF の設定」（P.39-9）

• 「マルチキャスト VRF の設定」（P.39-11）

• 「VPN ルーティング セッションの設定」（P.39-12）

• 「BGP PE/CE ルーティング セッションの設定」（P.39-13）

• 「VRF-Lite の設定例」（P.39-13）

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mpls/configuration/guide/mp_vpn_ipv4_ipv6_ps6922_TSD_Products_Configuration_Guide_Chapter.html
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• 「VRF-Lite ステータスの表示」（P.39-17）

（注） この章で使用するスイッチ コマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL で『Cisco 
Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』と関連資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products//hw/switches/ps4324/index.html

『Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』に掲載されていないコマンドについては、より詳

細な Cisco IOS ライブラリを参照してください。次の URL でCisco IOS コマンド リファレンスと関連

資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html

VRF-Lite について
VRF-Lite の機能によって、サービス プロバイダーは、VPN 間で重複した IP アドレスを使用できる複

数の VPN をサポートできます。VRF-Lite は入力インターフェイスを使用して異なる VPN のルートを

区別し、各 VRF に 1 つまたは複数のレイヤ 3 インターフェイスを対応付けて仮想パケット転送テーブ

ルを形成します。VRF のインターフェイスは、イーサネット ポートなどの物理インターフェイス、ま

たは VLAN SVI などの論理インターフェイスにすることができますが、レイヤ 3 インターフェイスは、

一度に複数の VRF に属することはできません。

（注） VRF-Lite インターフェイスは、レイヤ 3 インターフェイスである必要があります。

VRF-Lite には次のデバイスが含まれます。

• CE デバイスにおいて、カスタマーは、1 つまたは複数のプロバイダー エッジ（PE）ルータへの

データ リンクを介してサービス プロバイダー ネットワークにアクセスできます。CE デバイスは、

サイトのローカル ルートをプロバイダー エッジ ルータにアドバタイズし、そこからリモート VPN 
ルートを学習します。Catalyst 4500 シリーズ スイッチは CE にすることができます。

• プロバイダー エッジ（PE）ルータは、スタティック ルーティングまたはルーティング プロトコル

（BGP、RIPv1、RIPv2 など）を使用して、CE デバイスとルーティング情報を交換します。

PE では、直接接続された VPN の VPN ルートを維持することだけが必要とされます。サービス プ
ロバイダーのすべての VPN ルートを PE が維持する必要はありません。各 PE ルータは、直接接続

しているサイトごとに VRF を維持します。すべてのサイトが同じ VPN に存在する場合は、PE 
ルータの複数のインターフェイスを 1 つの VRF に関連付けることができます。各 VPN は、指定

された VRF にマッピングされます。PE ルータは、ローカル VPN ルートを CE から学習したあと

で、IBGP を使用して別の PE ルータと VPN ルーティング情報を交換します。

• プロバイダー ルータ（またはコア ルータ）とは、サービス プロバイダー ネットワーク内にあり、

CE デバイスに接続していないすべてのルータです。

VRF-Lite を使用すると、複数のお客様が 1 つの CE を共有できます。また、1 つの物理リンクのみが 
CE と PE 間に使用されます。共有 CE は、お客様ごとに別々の VRF テーブルを維持し、独自のルー

ティング テーブルに基づいて、お客様ごとにパケットをスイッチングまたはルーティングします。

VRF-Lite は限定された PE の機能を CE デバイスに拡張して、個別の VRF テーブルを保守する機能を

付与し、VPN のプライバシーおよびセキュリティをブランチ オフィスまで拡張します。

図 39-1 は、各 Catalyst 4500 シリーズ スイッチが複数の仮想 CE として動作する構成を示します。

VRF-Lite はレイヤ 3 機能であるため、VRF の各インターフェイスはレイヤ 3 インターフェイスである

必要があります。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html
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図 39-1 複数の仮想 CE として動作する Catalyst 4500 シリーズ スイッチ

図 39-1 で、VRF-Lite の CE 対応ネットワークでのパケット転送プロセスについて説明します。

• CE が VPN からパケットを受信すると、CE は入力インターフェイスに基づいたルーティング テー

ブルを検索します。ルートが見つかると、CE はパケットを PE に転送します。

• 入力 PE は、CE からパケットを受信すると、VRF 検索を実行します。ルートが見つかると、ルー

タは対応する MPLS ラベルをパケットに追加し、MPLS ネットワークに送信します。

• 出力 PE は、ネットワークからパケットを受信すると、ラベルを除去してそのラベルを使用し、正

しい VPN ルーティング テーブルを識別します。次に、出力 PE が通常のルート検索を行います。

ルートが見つかると、パケットを正しい隣接デバイスに転送します。

• CE が出力 PE からパケットを受信すると、CE は入力インターフェイスを使用して正しい VPN 
ルーティング テーブルを検索します。ルートが見つかると、CE はパケットを VPN 内に転送しま

す。

VRF を設定するには、VRF テーブルを作成し、VRF に対応付けられたレイヤ 3 インターフェイスを指

定します。次に、VPN および CE と PE 間でルーティング プロトコルを設定します。BGP は、プロバ

イダーのバックボーンで VPN のルーティング情報を配布するために使用される優先ルーティング プロ

トコルです。VRF-Lite ネットワークには、次の 3 つの主要なコンポーネントがあります。

• VPN ルート ターゲット コミュニティ：VPN コミュニティの他のすべてのメンバをリストします。

VPN コミュニティ メンバごとに VPN ルート ターゲットを設定する必要があります。

• VPN コミュニティ PE ルータのマルチプロトコル BGP ピアリング：VPN コミュニティのすべての

メンバに VRF の到着可能性情報を伝播します。VPN コミュニティのすべての PE ルータで BGP 
ピアリングを設定する必要があります。

• VPN 転送：VPN サービスプロバイダー ネットワークのすべての VPN コミュニティ メンバ間のす

べてのトラフィックを転送します。

VRF-Lite のデフォルト設定
表 39-1 に、VRF のデフォルト設定を示します。

VPN 1

VPN 2

VPN 1

VPN 2

CE

MPLS-VRF MPLS-VRF

Catalyst 4500 Catalyst 4500
PE PE

MPLS

CE

CE =   
PE =   99

72
1

Si Si
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VRF-Lite 設定時の注意事項

VRF-Lite 設定時の注意事項
ネットワークに VRF を設定する場合に、次の点に留意してください。

• VRF-Lite が設定されたスイッチは複数のカスタマーで共有され、すべてのカスタマーが独自の

ルーティング テーブルを持ちます。

• カスタマーは別々の VRF テーブルを使用するので、同じ IP アドレスを再利用できます。別々の 
VPN では IP アドレスの重複が許可されます。

• VRF-Lite では、複数のカスタマーが PE と CE の間で同一の物理リンクを共有できます。複数の 
VLAN を持つトランク ポートでは、パケットがお客様間で分離されます。すべてのカスタマーが

独自の VLAN を持ちます。

• VRF-Lite は、すべての MPLS-VRF 機能（ラベル交換、Label Distribution Protocol（LDP）の隣

接関係、またはラベル付きパケット）をサポートしていません。

• PE ルータでは、VRF-Lite の使用と複数の CE の使用には違いがありません。図 39-1 では、複数

の仮想レイヤ 3 インターフェイスが VRF-Lite デバイスに接続されています。

• Catalyst 4500 シリーズ スイッチは、物理ポート、VLAN SVI、またはその 2 つの組み合わせを使

用した VRF の設定をサポートしています。アクセス ポートまたはトランク ポート経由で SVI を
接続できます。

• お客様は、別のお客様と重複しないかぎり、複数の VLAN を使用できます。お客様の VLAN は、

スイッチに保存されている適切なルーティング テーブルの識別に使用される特定のルーティング 
テーブル ID にマッピングされます。

• レイヤ 3 TCAM リソースは、すべての VRF 間で共有されます。各 VRF が十分な CAM 領域を持

つようにするには、maximum routes コマンドを使用します。

• VRF を使用した Catalyst 4500 シリーズ スイッチは、1 つのグローバル ネットワークと 大 64 の 
VRF をサポートできます。サポートされるルートの総数は、TCAM のサイズに制限されます。

• CE と PE 間のほとんどのルーティング プロトコル（BGP、OSPF、EIGRP、RIP、およびスタ

ティック ルーティング）を使用できます。ただし、次の理由から External BGP（EBGP）を使用

することを推奨します。

– BGP では、複数の CE とのやり取りに複数のアルゴリズムを必要としません。

– BGP は、さまざまな管理者によって稼働するシステム間でルーティング情報を渡すように設

計されています。

– BGP では、ルートの属性を CE に簡単に渡すことができます。

• VRF-Lite は、Interior Gateway Routing Protocol（IGRP）および ISIS をサポートしません。

• VRF-Lite は、パケット スイッチング レートに影響しません。

表 39-1 VRF のデフォルト設定

機能 デフォルト設定

VRF ディセーブル。VRF は定義されていません。

マップ インポート マップ、エクスポート マップ、ルート マップは定

義されていません。

VRF 大ルート数 なし。

転送テーブル インターフェイスのデフォルトは、グローバル ルーティング 
テーブルです。
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VRF の設定

• Cisco IOS Release 12.2(50)SG から、マルチキャストと VRF は、レイヤ 3 インターフェイスに一

緒に設定できます。

• Catalyst 4500 シリーズ スイッチでは、すべての PIM プロトコル（PIM-SM、PIM-DM、

PIM-SSM、PIM BiDIR）がサポートされます。

• router ospf の capability vrf-lite サブコマンドは、PE と CE 間のルーティング プロトコルとして 
OSPF が設定されている場合に使用する必要があります。

VRF の設定
1 つまたは複数の VRF を設定するには、次の作業を行います。

（注） 次のコマンドの構文および使用方法の詳細については、このリリースのスイッチ コマンド リファレン

スと、http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipswitch/command/reference/isw_book.html にある

『Cisco IOS Switching Services Command Reference』を参照してください。 

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま

す。

ステップ 2 Switch(config)# ip routing IP ルーティングをイネーブルにします。

ステップ 3 Switch(config)# ip vrf vrf-name VRF 名を指定し、VRF コンフィギュレーション モード

を開始します。

ステップ 4 Switch(config-vrf)# rd 
route-distinguisher

ルート識別子を指定して VRF テーブルを作成します。

Autonomous System（AS; 自律システム）番号および任

意の数（xxx:y）または IP アドレスおよび任意の数

（A.B.C.D:y）のどちらかを入力します。

ステップ 5 Switch(config-vrf)# route-target 
{export | import | both} 
route-target-ext-community

指定された VRF のインポート、エクスポート、またはイ

ンポートおよびエクスポート ルート ターゲット コミュニ

ティのリストを作成します。AS システム番号と任意の番

号（xxx:y）または IP アドレスと任意の番号

（A.B.C.D:y）を入力します。

（注） このコマンドは、BGP が動作している場合にの

み有効です。

ステップ 6 Switch(config-vrf)# import map 
route-map

（任意）VRF にルート マップを対応付けます。

ステップ 7 Switch(config-vrf)# interface 
interface-id

インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始

して、VRF に対応付けるレイヤ 3 インターフェイスを指

定します。インターフェイスはルーテッド ポートまたは 
SVI に設定できます。

ステップ 8 Switch(config-if)# ip vrf forwarding 
vrf-name

VRF をレイヤ 3 インターフェイスに対応付けます。

ステップ 9 Switch(config-if)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 10 Switch# show ip vrf [brief | detail 
| interfaces] [vrf-name]

設定を確認します。設定した VRF に関する情報を表示し

ます。

ステップ 11 Switch# copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存し

ます。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipswitch/command/reference/isw_book.html
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VRF 認識サービスの設定

VRF を削除してすべてのインターフェイスを削除するには、no ip vrf vrf-name グローバル コンフィ

ギュレーション コマンドを使用します。VRF からあるインターフェイスを削除するには、no ip vrf 
forwarding インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。

VRF 認識サービスの設定
IP サービスは、グローバルなインターフェイス上と、グローバルなルーティング インスタンス内で設

定できます。IP サービスは複数のルーティング インスタンス上で稼働するように拡張されます。これ

が、VRF 認識です。システム内の任意の設定済み VRF であればいずれも、VRF 認識サービス用に指

定できます。

VRF 認識サービスは、プラットフォームから独立したモジュールに実装されています。VRF は、

Cisco IOS 内の複数のルーティング インスタンスを提供します。各プラットフォームには、サポートす

る VRF 数に関して独自の制限があります。

VRF 認識サービスには、次の特性があります。

• ユーザは、ユーザ指定の VRF 内のホストに ping を実行できます。

• ARP エントリは、個別の VRF で学習されます。ユーザは、特定の VRF の ARP エントリを表示で

きます。

これらのサービスは VRF 認識です。

• ARP

• ping

• 簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）

• Unicast Reverse Path Forwarding（uRPF; ユニキャスト RPF）

• Syslog

• traceroute

• FTP および TFTP

• Telnet および SSH

• NTP

ARP のユーザ インターフェイスの設定

VRF 認識サービスを ARP 用に設定するには、次の作業を実行します。

PING のユーザ インターフェイスの設定

VRF 認識 PING を実行するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

Switch# show ip arp vrf vrf-name 指定された VRF で、ARP テーブル（スタティック エントリおよびダ

イナミック エントリ）を表示します。

Switch(config)# arp vrf vrf-name 
ip-address mac-address ARPA

指定された VRF でスタティック ARP エントリを作成します。
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VRF 認識サービスの設定

SNMP のユーザ インターフェイスの設定

VRF 認識サービスを SNMP 用に設定するには、次の作業を実行します。

uRPF のユーザ インターフェイスの設定

VRF に割り当てられているインターフェイス上で、uRPF を設定できます。送信元の検索が VRF テー

ブルで実行されます。

VRF 認識サービスを uRPF 用に設定するには、次の作業を実行します。

コマンド 目的

Switch# ping vrf vrf-name ip-host 指定された VRF で、IP ホストまたはアドレスに対して PING を実行

します。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# snmp-server trap 
authentication vrf

VRF で、パケットに対して SNMP トラップをイネーブルにします。

ステップ 3 Switch(config)# snmp-server engineID 
remote host vrf vpn-instance 
engine-id string 

スイッチ上で、リモート SNMP エンジンの名前を設定します。

ステップ 4 Switch(config)# snmp-server host 
host vrf vpn-instance traps 
community 

SNMP トラップ動作の受信側、および SNMP トラップの送信に使用さ

れる VRF テーブルを指定します。

ステップ 5 Switch(config)# snmp-server host 
host vrf vpn-instance informs 
community 

SNMP 通知動作の受信先を指定し、SNMP 通知の送信に使用される 
VRF テーブルを指定します。

ステップ 6 Switch(config)# snmp-server user 
user group remote host vrf vpn- 
instance security model

SNMP アクセス用に、VRF 上にあるリモート ホストの SNMP グルー

プにユーザを追加します。

ステップ 7 Switch(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# interface 
interface-id

インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始し、設定する

レイヤ 3 インターフェイスを指定します。

ステップ 3 Switch(config-if)# no switchport レイヤ 2 コンフィギュレーション モードからインターフェイスを削除

します（物理インターフェイスの場合）。

ステップ 4 Switch(config-if)# ip vrf forwarding 
vrf-name

インターフェイス上で VRF を設定します。

ステップ 5 Switch(config-if-vrf)# ip address 
ip-address subnet-mask

インターフェイスの IP アドレスを入力します。
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Syslog のユーザ インターフェイスの設定

VRF 認識サービスを Syslog 用に設定するには、次の作業を実行します。

Traceroute のユーザ インターフェイスの設定

Traceroute に対して VRF 認識サービスを設定するには、次の作業を実行します。

FTP および TFTP のユーザ インターフェイスの設定

FTP と TFTP が VRF 認識となるには、FTP と TFTP CLI をいくつか設定する必要があります。たとえ

ば、インターフェイスに接続する VRF テーブル（たとえば、E1/0）テーブルを使用する場合、特定の

ルーティング テーブルを使用するように [t]ftp に通知されるように ip [t]ftp source-interface E1/0 コ
マンドを設定する必要があります。この例では、VRF テーブルが宛先 IP アドレスを検索するのに使用

されます。これらの変更には下位互換性があり、既存の動作には影響を及ぼしません。VRF がそのイ

ンターフェイスに設定されていない場合でも、送信元インターフェイス CLI を使用して、特定のイン

ターフェイスにパケットを送信できます。

FTP 接続の送信元 IP アドレスを指定するには、ip ftp source-interface show モード コマンドを使用し

ます。接続が確立されているインターフェイスのアドレスを使用するには、no 形式のコマンドを使用

します。

FTP および TFTP のユーザ インターフェイスを設定するには、次の作業を行います。

ステップ 6 Switch(config-if-vrf)# ip verify 
unicast source reachable-via 
rx allow-default

インターフェイス上で uRPF をイネーブルにします。

ステップ 7 Switch(config-if-vrf)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

コマンド 目的

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# logging on ストレージ ルータ イベント メッセージのロギングを、イネーブルまた

は一時的にディセーブルにします。

ステップ 3 Switch(config)# logging host 
ip-address vrf vrf-name

ロギング メッセージが送信される Syslog サーバのホスト アドレスを

指定します。

ステップ 4 Switch(config)# logging buffered 
logging buffered size debugging

メッセージを内部バッファにロギングします。

ステップ 5 Switch(config)# logging trap 
debugging

Syslog サーバに送信されるロギング メッセージを制限します。

ステップ 6 Switch(config)# logging facility 
facility

ロギング ファシリティにシステム ロギング メッセージを送信します。

ステップ 7 Switch(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

コマンド 目的

traceroute vrf vrf-name ipaddress 宛先アドレスを取得する VPN VRF の名前を指定します。
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TFTP 接続の送信元アドレスとしてインターフェイスの IP アドレスを指定するには、 ip tftp 
source-interface show モード コマンドを使用します。デフォルトに戻るには、no 形式のコマンドを使

用します。

Telnet および SSH のユーザ インターフェイスの設定

Telnet および SSH の使用に関する VRF 認識を設定するには、次の作業を行います。

NTP のユーザ インターフェイスの設定

VRF 認識を NTP 用に設定するには、次の作業を実行します。

TACACS+ サーバ用の Per-VRF の設定
TACACS+ サーバ機能の per-VRF は TACACS+ サーバの per- 仮想単位ルート転送（per-VRF）の認

証、認可、アカウンティング（AAA）を設定することができます。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# ip ftp 
source-interface interface-type 
interface-number

FTP 接続の発信元 IP アドレスを指定します。

ステップ 3 Switch(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# ip tftp 
source-interface interface-type 
interface-number

TFTP 接続用の送信元 IP アドレスを指定します。

ステップ 3 Switch(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

コマンド 目的

Switch# telnet ip-address/vrf 
vrf-name

指定された VRF で、IP ホストまたはアドレスに Telnet 経由で接続し

ます。

Switch# ssh -l username -vrf  
vrf-name ip-host

指定された VRF で、IP ホストまたはアドレスに SSH 経由で接続しま

す。

コマンド 目的

Switch# ntp server vrf vrf-name 
ip-host

指定された VRF で NTP サーバを設定します。

Switch# ntp peer vrf vrf-name 
ip-host

指定された VRF で NTP ピアを設定します。
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TACACS+ サーバ用の Per-VRF の設定

TACACS+ サーバの per-VRF を設定する前に、AAA およびサーバ グループを設定しておく必要があ

ります。VRF ルーティング テーブル（ステップ 3 および 4 で示すように）を作成し、インターフェイ

スを設定する（ステップ 6、7、および 8）ことができます。TACACS+ サーバの per-VRF 単位の実際

の設定は、ステップ 10～ 13 で行われます。

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 Switch> enable 特権 EXEC モードをイネーブルにします。

プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 3 Switch(config)# ip vrf vrf-name VRF テーブルを設定し、VRF コンフィギュレーション 
モードを開始します。

ステップ 4 Switch (config-vrf)# rd route-distinguisher VRF インスタンスに対するルーティングおよびフォワー

ディング テーブルを作成します。

ステップ 5 Switch (config-vrf)# exit VRF コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 6 Switch (config)# interface interface-name インターフェイスを設定し、インターフェイス コンフィ

ギュレーション モードを開始します。

ステップ 7 Switch (config-if)# ip vrf forwarding vrf-name インターフェイスに VRF を設定します。

ステップ 8 Switch (config-if)# ip address ip-address mask 
[secondary]

インターフェイスのプライマリまたはセカンダリ IP アドレ

スを設定します。

ステップ 9 Switch (config-if)# exit インターフェイス コンフィギュレーション モードを終了し

ます。

ステップ 10 aaa group server tacacs+ group-name

例：
Switch (config)# aaa group server tacacs+ 
tacacs1

異なる TACACS+ サーバ ホストを別々のリストと方式にグ

ループ化し、server-group コンフィギュレーション モード

を開始します。

ステップ 11 server-private {ip-address | name} [nat] 
[single-connection] [port port-number] 
[timeout seconds] [key [0 | 7] string]

例：
Switch (config-sg-tacacs+)# server-private 
10.1.1.1 port 19 key cisco

グループ サーバに対するプライベート TACACS+ サーバの 
IP アドレスを設定します。

ステップ 12 Switch (config-sg-tacacs+)# ip vrf forwarding 
vrf-name

AAA TACACS+ サーバ グループの VRF リファレンスを設

定します。

ステップ 13 Switch (config-sg-tacacs+)# ip tacacs 
source-interface subinterface-name

すべての発信 TACACS+ パケットに対して、指定されたイ

ンターフェイスの IP アドレスを使用します。

ステップ 14 Switch (config-sg-tacacs)# exit server-group コンフィギュレーション モードを終了します。
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マルチキャスト VRF の設定

次の例で、per-VRF TACACS+ を設定に必要なすべての手順をリストします。

Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch (config)# ip vrf cisco
Switch (config-vrf)# rd 100:1
Switch (config-vrf)# exit
Switch (config)# interface Loopback0
Switch (config-if)# ip vrf forwarding cisco
Switch (config-if)# ip address 10.0.0.2 255.0.0.0
Switch (config-if)# exit
Switch (config-sg-tacacs+)# ip vrf forwarding cisco
Switch (config-sg-tacacs+)# ip tacacs source-interface Loopback0
Switch (config-sg-tacacs)# exit

TACACS+ サーバの per-VRF の設定の詳細については、『Cisco IOS Per VRF for TACACS + Server, 
Release 12.3(7)T』を参照してください。

マルチキャスト VRF の設定
VRF テーブル内でマルチキャストを設定するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま

す。

ステップ 2 Switch(config)# ip routing IP ルーティングをイネーブルにします。

ステップ 3 Switch(config)# ip vrf vrf-name VRF 名を指定し、VRF コンフィギュレーション モード

を開始します。

ステップ 4 Switch(config-vrf)# ip 
multicast-routing vrf vrf-name

（任意）VRF テーブルでグローバル マルチキャスト ルー

ティングをイネーブルにします。

ステップ 5 Switch(config-vrf)# rd 
route-distinguisher

ルート識別子を指定して VRF テーブルを作成します。

Autonomous System（AS; 自律システム）番号および任

意の数（xxx:y）または IP アドレスおよび任意の数

（A.B.C.D:y）のどちらかを入力します。

ステップ 6 Switch(config-vrf)# route-target 
{export | import | both} 
route-target-ext-community

指定された VRF のインポート、エクスポート、またはイ

ンポートおよびエクスポート ルート ターゲット コミュニ

ティのリストを作成します。AS システム番号と任意の番

号（xxx:y）または IP アドレスと任意の番号

（A.B.C.D:y）を入力します。

ルート ターゲット ext コミュニティ値は、ステップ 4 で
入力した route-distinguisher 値と同じです。

ステップ 7 Switch(config-vrf)# import map 
route-map

（任意）VRF にルート マップを対応付けます。

ステップ 8 Switch(config-vrf)# interface 
interface-id

インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始

して、VRF に対応付けるレイヤ 3 インターフェイスを指

定します。有効なインターフェイスは、ルーテッド ポー

トまたは SVI です。

ステップ 9 Switch(config-if)# ip vrf forwarding 
vrf-name

VRF をレイヤ 3 インターフェイスに対応付けます。

ステップ 10 Switch(config-if)# ip address 
ip-address mask

レイヤ 3 インターフェイスの IP アドレスを設定します。



39-12
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-25340-01-J

第 39 章      VRF-Lite の設定

VPN ルーティング セッションの設定

Multi-VRF CE 内でのマルチキャスト設定の詳細については、『Cisco IOS IP Multicast Configuration 
Guide, Release 12.4』を参照してください。

VRF を削除してすべてのインターフェイスを削除するには、no ip vrf vrf-name グローバル コンフィ

ギュレーション コマンドを使用します。VRF からあるインターフェイスを削除するには、no ip vrf 
forwarding インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。

VPN ルーティング セッションの設定
VPN 内のルーティングは、サポートされるルーティング プロトコル（RIP、OSPF、または BGP）、ま

たはスタティック ルーティングで設定できます。ここで説明する設定は OSPF のものですが、その他

のプロトコルでも手順は同じです。

VPN に OSPF を設定するには、次の作業を行います。

VPN 転送テーブルと OSPF ルーティング プロセスの関連付けを解除するには、no router ospf 
process-id vrf vrf-name グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

ステップ 11 Switch(config-if)# ip pim 
[sparse-dense mode | dense-mode | 
sparse-mode]

VRF に関連付けられているレイヤ 3 インターフェイス上

で、PIM をイネーブルにします。

ステップ 12 Switch(config-if)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 13 Switch# show ip vrf [brief | detail | 
interfaces] [vrf-name]

設定を確認します。設定した VRF に関する情報を表示し

ます。

ステップ 14 Switch# copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存し

ます。

コマンド 目的

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま

す。

ステップ 2 Switch(config)# router ospf 
process-id vrf vrf-name

OSPF ルーティングをイネーブルにし、VPN 転送テーブ

ルを指定して、ルータ コンフィギュレーション モードを

開始します。

ステップ 3 Switch(config-router)# 
log-adjacency-changes 

（任意）隣接状態（デフォルト）の変更を記録します。

ステップ 4 Switch(config-router)# redistribute 
bgp autonomous-system-number subnets

BGP ネットワークから OSPF ネットワークに情報を再配

布するようにスイッチを設定します。

ステップ 5 Switch(config-router)# network 
network-number area area-id

OSPF が動作するネットワーク アドレスとマスク、およ

びそのネットワーク アドレスのエリア ID を定義します。

ステップ 6 Switch(config-router)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 7 Switch# show ip ospf process-id OSPF ネットワークの設定を確認します。

ステップ 8 Switch# copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存し

ます。
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BGP PE/CE ルーティング セッションの設定
CE ルーティング セッションに BGP PE を設定するには、次の作業を行います。

BGP ルーティング プロセスを削除するには、no router bgp autonomous-system-number グローバル コ
ンフィギュレーション コマンドを使用します。ルーティング特性を削除するには、コマンドにキー

ワードを指定してこのコマンドを使用します。

VRF-Lite の設定例
図 39-2は、図 39-1と同じネットワークの物理接続を単純化した例です。VPN1、VPN2、およびグ

ローバル ネットワークで使用されるプロトコルは OSPF です。CE/PE 接続には BGP が使用されます。

次の例のコマンドは、CE スイッチ S8 を設定する方法を示し、スイッチ S20 および S11 の VRF 設定、

およびスイッチ S8 のトラフィックに関連する PE ルータ コマンドが含まれます。その他のスイッチの

設定のコマンドは含まれていませんが、類似したものになります。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま

す。

ステップ 2 Switch(config)# router bgp 
autonomous-system-number

その他の BGP ルータに渡された AS 番号で BGP ルー

ティング プロセスを設定し、ルータ コンフィギュレー

ション モードを開始します。

ステップ 3 Switch(config-router)# network 
network-number mask network-mask

BGP を使用してアナウンスするネットワークおよびマス

クを指定します。

ステップ 4 Switch(config-router)# redistribute 
ospf process-id match internal

OSPF 内部ルートを再配布するようにスイッチを設定し

ます。

ステップ 5 Switch(config-router)# network 
network-number area area-id 

OSPF が動作するネットワーク アドレスとマスク、およ

びそのネットワーク アドレスのエリア ID を定義します。

ステップ 6 Switch(config-router-af)# 
address-family ipv4 vrf vrf-name

PE から CE のルーティング セッションの BGP パラメー

タを定義し、VRF アドレス ファミリ モードを開始しま

す。

ステップ 7 Switch(config-router-af)# neighbor 
address remote-as as-number

PE と CE ルータの間の BGP セッションを定義します。

ステップ 8 Switch(config-router-af)# neighbor 
address activate 

IPv4 アドレス ファミリのアドバタイズメントをアクティ

ブ化します。

ステップ 9 Switch(config-router-af)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 10 Switch# show ip bgp [ipv4] [neighbors] BGP 設定を確認します。

ステップ 11 Switch# copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存し

ます。
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図 39-2 VRF-Lite の設定例

スイッチ S8 の設定

スイッチ S8 上のルーティングをイネーブルにし、VRF を設定します。

Switch# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)# ip routing 
Switch(config)# ip vrf v11
Switch(config-vrf)# rd 800:1
Switch(config-vrf)# route-target export 800:1
Switch(config-vrf)# route-target import 800:1
Switch(config-vrf)# exit
Switch(config)# ip vrf v12
Switch(config-vrf)# rd 800:2
Switch(config-vrf)# route-target export 800:2
Switch(config-vrf)# route-target import 800:2
Switch(config-vrf)# exit

スイッチ S8 上でループバックおよび物理インターフェイスを設定します。ファスト イーサネット イン

ターフェイス 3/5 は、PE へのトランク接続です。インターフェイス 3/7 および 3/11 は、VPN に接続し

ます。

Switch(config)# interface loopback1
Switch(config-if)# ip vrf forwarding v11
Switch(config-if)# ip address 8.8.1.8 255.255.255.0
Switch(config-if)# exit

Switch(config)# interface loopback2
Switch(config-if)# ip vrf forwarding v12
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Switch(config-if)# ip address 8.8.2.8 255.255.255.0
Switch(config-if)# exit

Switch(config)# interface FastEthernet3/5
Switch(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# no ip address
Switch(config-if)# exit

Switch(config)# interface FastEthernet3/8
Switch(config-if)# switchport access vlan 208
Switch(config-if)# no ip address
Switch(config-if)# exit

Switch(config)# interface FastEthernet3/11
Switch(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# no ip address
Switch(config-if)# exit

スイッチ S8 上で使用される VLAN を設定します。VLAN 10 は、CE と PE 間の VRF 11 によって使

用されます。VLAN 20 は、CE と PE 間の VRF 12 によって使用されます。VLAN 118 および 208 は、

それぞれスイッチ S11 およびスイッチ S20 を含む VPN の VRF に使用されます。

Switch(config)# interface Vlan10
Switch(config-if)# ip vrf forwarding v11
Switch(config-if)# ip address 38.0.0.8 255.255.255.0
Switch(config-if)# exit

Switch(config)# interface Vlan20
Switch(config-if)# ip vrf forwarding v12
Switch(config-if)# ip address 83.0.0.8 255.255.255.0
Switch(config-if)# exit

Switch(config)# interface Vlan118
Switch(config-if)# ip vrf forwarding v12
Switch(config-if)# ip address 118.0.0.8 255.255.255.0
Switch(config-if)# exit

Switch(config)# interface Vlan208
Switch(config-if)# ip vrf forwarding v11
Switch(config-if)# ip address 208.0.0.8 255.255.255.0
Switch(config-if)# exit

VPN1 および VPN2 に OSPF ルーティングを設定します。

Switch(config)# router ospf 1 vrf vl1
Switch(config-router)# redistribute bgp 800 subnets
Switch(config-router)# network 208.0.0.0 0.0.0.255 area 0
Switch(config-router)# exit 
Switch(config)# router ospf 2 vrf vl2
Switch(config-router)# redistribute bgp 800 subnets
Switch(config-router)# network 118.0.0.0 0.0.0.255 area 0
Switch(config-router)# exit 

CE から PE のルーティングに BGP を設定します。

Switch(config)# router bgp 800
Switch(config-router)# address-family ipv4 vrf vl2
Switch(config-router-af)# redistribute ospf 2 match internal
Switch(config-router-af)# neighbor 83.0.0.3 remote-as 100
Switch(config-router-af)# neighbor 83.0.0.3 activate
Switch(config-router-af)# network 8.8.2.0 mask 255.255.255.0
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Switch(config-router-af)# exit 

Switch(config-router)# address-family ipv4 vrf vl1
Switch(config-router-af)# redistribute ospf 1 match internal
Switch(config-router-af)# neighbor 38.0.0.3 remote-as 100
Switch(config-router-af)# neighbor 38.0.0.3 activate
Switch(config-router-af)# network 8.8.1.0 mask 255.255.255.0
Switch(config-router-af)# end 

スイッチ S20 の設定 
CE に接続するように S20 を設定します。

Switch# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)# ip routing 
Switch(config)# interface Fast Ethernet 0/7
Switch(config-if)# no switchport
Switch(config-if)# ip address 208.0.0.20 255.255.255.0
Switch(config-if)# exit

Switch(config)# router ospf 101
Switch(config-router)# network 208.0.0.0 0.0.0.255 area 0
Switch(config-router)# end 

スイッチ S11 の設定 
CE に接続するように S11 を設定します。

Switch# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)# ip routing 
Switch(config)# interface Gigabit Ethernet 0/3
Switch(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if)# switchport mode trunk 
Switch(config-if)# no ip address
Switch(config-if)# exit

Switch(config)# interface Vlan118
Switch(config-if)# ip address 118.0.0.11 255.255.255.0
Switch(config-if)# exit

Switch(config)# router ospf 101
Switch(config-router)# network 118.0.0.0 0.0.0.255 area 0
Switch(config-router)# end 

PE スイッチ S3 の設定

スイッチ S3（ルータ）上では、次のコマンドはスイッチ S8 への接続だけを設定します。

Router# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# ip vrf v1
Router(config-vrf)# rd 100:1
Router(config-vrf)# route-target export 100:1
Router(config-vrf)# route-target import 100:1
Router(config-vrf)# exit
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Router(config)# ip vrf v2
Router(config-vrf)# rd 100:2
Router(config-vrf)# route-target export 100:2
Router(config-vrf)# route-target import 100:2
Router(config-vrf)# exit

Router(config)# ip cef
Router(config)# interface Loopback1
Router(config-if)# ip vrf forwarding v1
Router(config-if)# ip address 3.3.1.3 255.255.255.0
Router(config-if)# exit

Router(config)# interface Loopback2
Router(config-if)# ip vrf forwarding v2
Router(config-if)# ip address 3.3.2.3 255.255.255.0
Router(config-if)# exit

Router(config)# interface Fast Ethernet3/0.10
Router(config-if)# encapsulation dot1q 10
Router(config-if)# ip vrf forwarding v1
Router(config-if)# ip address 38.0.0.3 255.255.255.0
Router(config-if)# exit

Router(config)# interface Fast Ethernet3/0.20
Router(config-if)# encapsulation dot1q 20
Router(config-if)# ip vrf forwarding v2
Router(config-if)# ip address 83.0.0.3 255.255.255.0
Router(config-if)# exit

Router(config)# router bgp 100
Router(config-router)# address-family ipv4 vrf v2
Router(config-router-af)# neighbor 83.0.0.8 remote-as 800
Router(config-router-af)# neighbor 83.0.0.8 activate
Router(config-router-af)# network 3.3.2.0 mask 255.255.255.0
Router(config-router-af)# exit 
Router(config-router)# address-family ipv4 vrf vl
Router(config-router-af)# neighbor 83.0.0.8 remote-as 800
Router(config-router-af)# neighbor 83.0.0.8 activate
Router(config-router-af)# network 3.3.1.0 mask 255.255.255.0
Router(config-router-af)# end 

VRF-Lite ステータスの表示
VRF-Lite の設定およびステータスに関する情報を表示するには、次の作業のいずれかを行います。

コマンド 目的

Switch# show ip protocols vrf vrf-name VRF に対応付けられたルーティング プロトコル情

報を表示します。

Switch# show ip route vrf vrf-name [connected] [protocol
[as-number]] [list] [mobile] [odr] [profile] [static] 
[summary][supernets-only]

VRF に対応付けられた IP ルーティング テーブル

情報を表示します。

Switch# show ip vrf [brief | detail | interfaces] [vrf-name] 定義された VRF インスタンスに関する情報を表示

します。

Switch# show ip mroute vrf instance-name a.b.c.d | active | 
bidriectional| count | dense| interface | proxy | pruned | 
sparse | ssm | static | summary

定義された VRF インスタンスに関する情報を表示

します。
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次に、VRF インスタンス内のマルチキャスト ルート テーブル情報を表示する例を示します。

Switch# show ip mroute vrf mcast2 234.34.10.18
IP Multicast Routing Table
Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,
       L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,
       T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry,
       X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,
       U - URD, I - Received Source Specific Host Report, 
       Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender, 
       Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group
       V - RD & Vector, v - Vector
Outgoing interface flags: H - Hardware switched, A - Assert winner
 Timers: Uptime/Expires
 Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode
 
(*, 234.34.10.18), 13:39:21/00:02:58, RP 1.1.1.1, flags: BC
  Bidir-Upstream: Vlan134, RPF nbr 172.16.34.1
  Outgoing interface list:
    Vlan45, Forward/Sparse-Dense, 00:00:02/00:02:57, H
    Vlan134, Bidir-Upstream/Sparse-Dense, 13:35:54/00:00:00, H

（注） 表示される情報の詳細については、次の URL にある『Cisco IOS Switching Services Command 
Reference』を参照してください。 

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipswitch/command/reference/isw_book.html 

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipswitch/command/reference/isw_book.html
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この章では、標準の Quality of Service（QoS）コマンドまたは自動 QoS（auto-QoS）コマンドのいず

れかを使用して、Catalyst 4500 シリーズ スイッチ上で QoS を設定する方法について説明します。ここ

では、VLAN だけでなくさまざまな種類のインターフェイス（アクセス、レイヤ 2 トランク、レイヤ 3 
ルーティング、EtherChannel）での QoS 設定を指定する方法を説明します。また、所定のインター

フェイスの異なる VLAN 上で異なる QoS（per-Port per-VLAN QoS（PVQoS））を設定する方法につ

いても説明します。

スイッチは、Modular QoS CLI（MQC）と呼ばれる QoS コンフィギュレーション モデルをサポートし

ます。QoS が設定されているスーパーバイザ エンジンの該当する設定セクションを参照してください。

MQC の詳細については、『Cisco IOS Quality of Service Solutions Configuration Guide, Release 12.3』
の「Modular Quality of Service Command-Line Interface」の項を参照してください。

この章で説明する内容は、次のとおりです。

• 「QoS の概要」（P.40-1）

• 「QoS の設定」（P.40-13）

• 「auto-QoS の設定」（P.40-48）

（注） この章で使用するスイッチ コマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL で『Cisco 
Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』と関連資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products//hw/switches/ps4324/index.html

『Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』に掲載されていないコマンドについては、より詳

細な Cisco IOS ライブラリを参照してください。次の URL でCisco IOS コマンド リファレンスと関連

資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html

QoS の概要
ネットワークは通常、ベスト エフォート型の配信方式で動作します。したがって、すべてのトラ

フィックに等しいプライオリティが与えられ、正しいタイミングで配信される可能性も同じです。輻輳

が発生すると、ドロップされる可能性はすべてのトラフィックで同じです。

http://www.cisco.com/en/US/products//hw/switches/ps4324/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html
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QoS は、ネットワーク トラフィック（ユニキャストおよびマルチキャスト）を選択して、トラフィッ

クの相対的な重要度に従ってプライオリティを与え、プライオリティ ベースの処理を実行して、輻輳

を回避します。QoS はさらに、ネットワーク トラフィックが使用する帯域幅を制限します。QoS を実

装すると、ネットワーク パフォーマンスが予測可能になり、帯域幅をより効率的に利用できます。

ここでは、次の内容について説明します。

• 「プライオリティ」（P.40-2）

• 「QoS の用語」（P.40-3）

• 「QoS の基本モデル」（P.40-5）

• 「分類」（P.40-6）

• 「ポリシングおよびマーキング」（P.40-8）

• 「キューイングおよびスケジューリング」（P.40-9）

• 「パケットの変更」（P.40-10）

• 「PVQoS」（P.40-10）

• 「フロー ベースの QoS」（P.40-11）

• 「QoS ポリシーのメタデータの使用」（P.40-11）

プライオリティ

QoS の実装は、DiffServ アーキテクチャに基づきます。このアーキテクチャでは、ネットワークに入

るときに各パケットを分類することが規定されています。この分類は、IP パケット ヘッダーで伝送さ

れ、現在ほとんど使用されていない IP タイプ オブ サービス（ToS）フィールドの 6 ビットを使用して

分類（クラス）情報が伝送されます。分類情報はレイヤ 2 フレームでも伝達できます。レイヤ 2 フレー

ムまたはレイヤ 3 パケット内のこれらの特殊ビットについて説明します（図 40-1 を参照）。

• レイヤ 2 フレーム内のプライオリティ値：

レイヤ 2 の ISL（スイッチ間リンク）フレーム ヘッダーには、下位 3 ビットで IEEE 802.1p サー

ビス クラス（CoS）値を伝達する 1 バイトのユーザ フィールドがあります。レイヤ 2 ISL トラン

クとして設定されたインターフェイス上では、すべてのトラフィックが ISL フレームを使用しま

す。

レイヤ 2 802.1Q フレーム ヘッダーには、2 バイトのタグ制御情報フィールドがあり、上位 3 ビッ

ト（ユーザ プライオリティ ビット）で CoS 値が伝達されます。レイヤ 2 802.1Q トランクとして

設定されたインターフェイスでは、ネイティブ VLAN のトラフィックを除き、すべてのトラ

フィックが 802.1Q フレームに収められます。

他のフレーム タイプでレイヤ 2 CoS 値を伝達することはできません。

レイヤ 2 CoS 値の範囲は、0（ロー プライオリティ）～ 7（ハイ プライオリティ）です。

• レイヤ 3 パケットのプライオリティ ビット： 

レイヤ 3 IP パケットは、IP precedence 値または Differentiated Services Code Point（DSCP）値の

いずれかを伝送できます。DSCP 値は IP precedence 値と下位互換性があるので、QoS ではどちら

の値も使用できます。

IP precedence 値の範囲は 0 ～ 7 です。

DSCP 値の範囲は 0 ～ 63 です。



40-3
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-25340-01-J

第 40 章      Quality of Service の設定

QoS の概要

図 40-1 フレームおよびパケットにおける QoS 分類レイヤ

インターネット上のすべてのスイッチおよびルータはクラス情報に基づき、同じクラス情報を持ったパ

ケットに対しては転送上、同じ取り扱いを行い、クラス情報が異なるパケットに対しては異なった取り

扱いを行います。パケットのクラス情報は、設定されているポリシー、パケットの詳細な検証、または

その両方に基づいて、エンド ホストが割り当てるか、または伝送中にスイッチまたはルータで割り当

てることができます。パケットの詳しい検証は、コア スイッチおよびルータが過負荷にならないよう

に、ネットワーク エッジに近い位置で行われることが前提になります。

パス上のスイッチおよびルータは、クラス情報を使用して、個々のトラフィック クラスに割り当てる

リソースの量を制限できます。DiffServ アーキテクチャでトラフィックを処理するときの、各デバイ

スの動作をホップ単位動作といいます。パス上のすべてのデバイスに一貫性のあるホップ単位動作をさ

せることによって、エンドツーエンドの QoS ソリューションを構築できます。

ネットワークに QoS を実装する作業は、インターネットワーキング装置が提供する QoS 機能、ネット

ワーク上のトラフィック タイプおよびトラフィック パターン、着信トラフィックおよび発信トラ

フィックに対して適用すべき制御の粒度に応じて、簡単なものにも複雑なものにもなります。

QoS の用語

QoS 機能についての説明では、次の用語が使用されます。

• パケット：レイヤ 3 でトラフィックを伝送します。

• フレーム：レイヤ 2 でトラフィックを伝送します。レイヤ 2 フレームは、レイヤ 3 パケットを伝送

します。

• ラベル：レイヤ 3 パケットおよびレイヤ 2 フレームで伝送されるプライオリティ値です。

– レイヤ 2 CoS 値：範囲は 0（ロー プライオリティ）～ 7（ハイ プライオリティ）です。

レイヤ 2 ISL フレーム ヘッダーには、1 バイトのユーザ フィールド（LSB 3 ビットで IEEE 
802.1p CoS 値を伝送）があります。

68
14

0

 2 IP 

CoS  3 

 2 ISL 

ISL 
26 ...

FCS
4 

 2 802.1Q/P 

DA

Len

SA PT FCS

 3 IPv4 

ToS
1 

ID TTL FCS IP-SA IP-DA

CoS  3  

IP precedence  DSCP
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レイヤ 2 802.1Q フレーム ヘッダーには、2 バイトのタグ制御情報フィールドがあり、MSB 3 
ビット（ユーザ プライオリティ ビット）で CoS 値が伝送されます。

その他のフレーム タイプでは、レイヤ 2 CoS 値は伝送されません。

（注） レイヤ 2 ISL トランクとして設定されたインターフェイスでは、すべてのトラフィックが 
ISL フレームに収められます。レイヤ 2 802.1Q トランクとして設定されたインターフェイ

スでは、ネイティブ VLAN のトラフィックを除き、すべてのトラフィックが 802.1 Q フ
レームに収められます。

– レイヤ 3 IP precedence 値：IPv4 の仕様では、1 バイトの ToS フィールドの MSB 3 ビットを 
IP precedence と定義しています。IP precedence 値の範囲は 0（低プライオリティ）～ 7（高

プライオリティ）です。

– レイヤ 3 DSCP 値：Internet Engineering Tasks Force（IETF; インターネット技術特別調査委

員会）は、1 バイトの IP ToS フィールドのうち MSB 6 ビットを DSCP と定義しています。特

定の DSCP 値で表される PHB は設定可能です。DSCP 値の範囲は 0 ～ 63 です。

（注） レイヤ 3 の IP パケットは、IP precedence 値または DSCP 値のいずれかを伝送します。

DSCP 値は IP precedence 値と下位互換性があるので、QoS ではどちらの値でも使用でき

ます。表 40-1 を参照してください。

表 40-1 IP precedence 値と DSCP 値

3 ビット IP
優先順位

ToS の MSb1 6 
ビット

6 ビッ

ト
DSCP

3 ビット IP
優先順位

ToS の MSb1 6 
ビット

6 ビッ

ト
DSCP8 7 6 5 4 3 8 7 6 5 4 3

0 0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
1
1
1

0
0
1
1
0
0
1
1

0
1
0
1
0
1
0
1

0
1
2
3
4
5
6
7

4 1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
1
1
1

0
0
1
1
0
0
1
1

0
1
0
1
0
1
0
1

32
33
34
35
36
37
38
39

1 0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
1
1
1
1

0
0
1
1
0
0
1
1

0
1
0
1
0
1
0
1

8
9

10
11
12
13
14
15

5 1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
1
1
1
1

0
0
1
1
0
0
1
1

0
1
0
1
0
1
0
1

40
41
42
43
44
45
46
47
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• 分類：マーク付けするトラフィックを選択することです。

• マーキング：RFC 2475 に従い、レイヤ 3 の DSCP 値をパケットに設定する処理です。このマニュ

アルでは、マーキングの定義を拡大して、レイヤ 2 CoS 値の設定までを含めています。

• ポリシング：トラフィック フローが使用する帯域幅を制限する処理です。ポリシングによって、

トラフィックのマーキングまたはドロップが可能になります。

QoS の基本モデル

図 40-2 では、QoS 機能の概要フローについて説明します。
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0
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0
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0
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0
0
0
1
1
1
1
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1

0
1
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0
0
0
0
0
0
0
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7 1
1
1
1
1
1
1
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1
1
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1
1
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0
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0
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56
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1. MSb = Most Significant bit（ 上位ビット）

表 40-1 IP precedence 値と DSCP 値 （続き）

3 ビット IP
優先順位

ToS の MSb1 6 
ビット

6 ビッ

ト
DSCP

3 ビット IP
優先順位

ToS の MSb1 6 
ビット

6 ビッ

ト
DSCP8 7 6 5 4 3 8 7 6 5 4 3
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図 40-2 QoS パケット処理

QoS モデルは次のように実行されます。

ステップ 1 着信パケットは、（さまざまなパケット フィールド、受信ポートや VLAN に基づいて）トラフィック 
クラスに属するように分類されます。

ステップ 2 プライオリティの低いパケットがドロップされる、またはパケット フィールド（DSCP および CoS）
に低いプライオリティでマークされるように、トラフィック クラスに応じて、パケットのレート制限 /
ポリシングが設定され、そのプライオリティが任意でマークされます（通常はネットワークのエッジ）。

ステップ 3 パケットがマークされたら、転送用に検索されます。このアクションでは、送信ポートとパケットを送

信する VLAN が取得されます。

ステップ 4 パケットは、発信ポートまたは VLAN に基づいて出力方向で分類されます。分類では、入力 QoS に
よってパケット マーキングを考慮します。

ステップ 5 出力分類に応じて、パケットがポリシングされ、そのプライオリティが任意で（再）マークされます。

さらに、パケットの送信キューがトラフィック クラスによって決定されます。

ステップ 6 送信キューのステートが Active Queue Management（AQM; アクティブ キュー管理）アルゴリズムと

ドロップしきい値設定を介して動的にモニタされ、そのパケットをドロップするか、送信用にキューに

入れるかが決定されます。

ステップ 7 伝送に適格である場合、パケットは送信キューに入れられます。送信キューが、出力 QoS 分類基準に

基づいて選択されます。選択されたキューは、遅延と帯域幅に応じた振る舞いをします。

分類

分類とは、パケットのフィールドを検証して、トラフィックの種類を区別するプロセスです。分類は、

QoS ポリシー マップをインターフェイスに対応付けると有効になります。

着信トラフィックの分類に、フレームまたはパケットのどのフィールドを使用するかは、ユーザ側で指

定します。

 QoS

 QoS  

/

/

20
39

73
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IP 以外のトラフィックについては、次の分類オプションがあります。

• 着信フレームの VLAN タグの CoS 値がパケットを分類するために使用されます。

• フレームに CoS 値が含まれない場合、ポートのデフォルト CoS 値（「0」）が分類に使用されます。

レイヤ 2 ヘッダーのフィールドを検査する設定済み MAC ACL に基づいて分類を実行します。

IP トラフィックについては、次の分類オプションがあります。

• 着信パケットの IP DSCP または IP precedence が分類に使用されます。DSCP 値の範囲は 0 ～ 63 
です。

• 設定された IP 標準 Access Control List（ACL; アクセス コントロール リスト）または拡張 ACL
（IP ヘッダーの各種のフィールドを検証する）に基づいて、分類を実行します。

QoS ACL に基づく分類

QoS のパケット分類は、複数の一致基準を使用して行うことができ、指定された一致基準をパケット

がすべて満たしている必要があるか、または少なくとも 1 つの一致基準を満たしていればよいかを指定

できます。QoS 分類基準を定義するには、クラス マップで match 文を使用して一致基準を指定します。

「match」文では、マッチングの対象になるパケットのフィールドを指定することも、IP 標準 ACL また

は IP 拡張 ACL または MAC ACL を使用することもできます。詳細については、「クラス マップおよ

びポリシー マップに基づく分類」（P.40-8）を参照してください。 

すべての一致基準に一致するようにクラス マップを設定した場合、パケットがクラス マップ内のすべ

ての match 文を満たしていないと、QoS アクションは実行されません。パケットがクラス マップの一

致基準を 1 つでも満たさない場合、そのパケットについて QoS アクションは実行されません。

低 1 つの一致基準に一致するようにクラス マップを設定した場合、パケットがクラス マップ内の少

なくとも 1 つの match 文を満たしていれば、QoS アクションが実行されます。パケットがクラス マッ

プの一致基準をどれも満たしていない場合、そのパケットについて QoS アクションは実行されません。

（注） IP 標準 ACL および IP 拡張 ACL を使用する場合、QoS コンテキストでは、ACL の中の許可（permit）
ACE と拒否（deny）ACE の意味は多少異なります。

• 「permit」を指定している ACE を検出し、なおかつパケットがそれを満たしている場合、そのパ

ケットは QoS 分類の一致基準に「一致した」ことになります。

• 「deny」を指定している ACE を検出し、なおかつパケットがそれを満たしている場合、そのパ

ケットは QoS 分類の一致基準に「一致しない」ことになります。

• 一致する許可（permit）アクションが検出されないまま、すべての ACE の検証が終わった場合、

そのパケットは QoS 分類の基準に「一致しない」ことになります。

（注） アクセス リストを作成するときは、アクセス リストの末尾に暗黙の拒否ステートメントがデフォルト

で存在し、それ以前のステートメントで一致が見つからなかったすべてのパケットに適用されることに

注意してください。

クラス マップを使用してトラフィック クラスを定義したあとで、トラフィック クラスに対する QoS ア
クションを定義するポリシーを作成できます。ポリシーにはそれぞれにアクションを指定した複数のク

ラスを含めることができます。ポリシーには、クラスを集約的に分類する（たとえば、DSCP を割り当

てる）コマンド、またはクラスをレート制限するコマンドを組み込めます。このポリシーを特定のポー

トに結合すると、そのポートでポリシーが有効になります。

IP トラフィックを分類するための IP ACL を実装するには、access-list グローバル コンフィギュレー

ション コマンドを使用します。
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match-all キーワードを指定してクラスマップを作成した場合、一致基準として IP と MAC ACL の両

方を含めることはできません。

クラス マップおよびポリシー マップに基づく分類

クラス マップは、特定のトラフィック フロー（またはクラス）を、他のすべてのトラフィックから切

り離して名前を付けるためのメカニズムです。クラス マップは、特定のトラフィック フローを分類す

る目的で使用する一致基準を定義します。基準としては、ACL で定義されるアクセス グループとの

マッチング、または特定の DSCP 値、IP precedence 値、または L2 CoS 値のリストとのマッチングを

指定できます。複数のトラフィック タイプを分類する場合は、別のクラス マップを作成し、異なる名

前を使用できます。クラス マップの基準に関するパケットのマッチングが終わったあとで、ポリシー 
マップを使用して QoS アクションを指定できます。

ポリシー マップは、各トラフィック クラスに対する QoS アクションを指定します。アクションには、

特定の CoS、DSCP、または IP precedence 値の設定が含まれる場合があります。この設定によって、

指定されたレートにトラフィックをポリシングし、トラフィックの帯域幅制限を指定し、指定された

レートにトラフィックをシェーピングします。ポリシー マップを有効にするには、インターフェイス

にポリシー マップを付加する必要があります。

クラス マップを作成するには、class-map グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

class-map コマンドを入力すると、クラス マップ コンフィギュレーション モードが開始されます。こ

のモードでは、match クラス マップ コンフィギュレーション コマンドを使用して、トラフィックの一

致基準を定義します。

ポリシー マップは、policy-map グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して作成し、名

前を付けます。このコマンドを入力すると、ポリシー マップ コンフィギュレーション モードが開始さ

れます。このモードでは、police, bandwidth、または shape ポリシー マップ コンフィギュレーション 
コマンドおよびポリシー マップ クラス コンフィギュレーション コマンドを使用して、特定のトラ

フィック クラスに対して実行するアクションを指定します。ポリシー マップを有効にするには、

service-policy インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用して、ポリシー マップをイ

ンターフェイスに付加します。

ポリシー マップには、ポリサーを定義するコマンド（トラフィックの帯域幅制限）および制限を超過

した場合に実行するアクションを含めることもできます。詳細については、「ポリシングおよびマーキ

ング」（P.40-8）を参照してください。 

ポリシー マップには、次の特性もあります。

• 1 つのポリシー マップに、 大 254 のクラス文を指定できます。

• 1 つのポリシー マップで異なるクラスを指定できます。

ポリシングおよびマーキング

ポリシングには、トラフィックの帯域幅限度を指定するポリサーの作成が伴います。制限を超えるパ

ケットは、「アウト オブ プロファイル」または「不適合」になります。各ポリサーは、イン プロファ

イルまたはアウト オブ プロファイル パケットに対して実行するアクションを指定します。これらのア

クション（マーカーによって実行される）では、パケットを変更せずにそのまま通過させること、パ

ケットをドロップすること、または、設定変更可能なポリシング済み DSCP マップから得られる新し

い DSCP 値にパケットをマークダウンすることが可能です。ポリシー マップ クラス コンフィギュレー

ション モードで police コマンドを使用して、ポリシー マップ内のポリサーを設定できます。ポリシン

グ済み DSCP マップの詳細については、「キューイングおよびスケジューリング」（P.40-9）を参照して

ください。

ポリシングおよびポリサーを設定する場合、次の点に注意してください。
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• ポリサーは、ポリサー レートを計算するときに、レイヤ 2 ヘッダー長だけを考慮に入れます。こ

れに対し、シェーパーはレート計算でヘッダー長と IPG を考慮に入れます。

• Cisco IOS Release 15.0(2) SG/IOS XE 3.2.0 以降、Supervisor Engine 6-E、Supervisor Engine 
6L-E、Catalyst 4900M、Catalyst 4948E/Supervisor Engine 7-E は、qos account layer-all 
encapsulation コマンドをサポートします。このコマンドは、ポリシング機能で 20 バイトのレイ

ヤ 1 ヘッダー（12 バイトのプリアンブル + 8 バイト IPG）とレイヤ 2 ヘッダーを考慮に入れます。

• 設定できるのは、平均レート パラメータおよび認定バースト パラメータだけです。

• ポリシー マップおよびポリシング アクションを設定したあと、service-policy インターフェイス 
コンフィギュレーション コマンドを使用して、入力インターフェイスまたは出力インターフェイ

スにポリシーを付加します。

• 2 レート 3 カラー（2r3c）ポリサーの場合は、違反アクションが明示的に指定されていなければ、

超過アクションが違反アクションとして使用されます。

キューイングおよびスケジューリング

Catalyst 4500 シリーズ スイッチは、ポートごとに 8 つの送信キューをサポートします。パケットを

ポートから転送する決定が下されると、出力 QoS 分類によって、パケットを入れる送信キューが決定

されます。

出力ポリシーが、1 つまたは複数のトラフィックのクラスに対する 1 つまたは複数のキューイング関連

アクションでポートに付加されるとき、キューが割り当てられます。1 つのポートにはキューが 8 つし

かないため、キューイング アクションを伴うトラフィック クラスは 大で 8 つです（予約クラスの 
class-default を含む）。キュー アクションを持たないトラフィックのクラスは、キューイングなしクラ

スと呼ばれます。キューイングなしのクラス トラフィックは、class-default に対応するキューを使用

します。

AQM

Active Queue Management（AQM）は、バッファ オーバーフローが発生する前に輻輳に関して通知す

る先行型の手法です。AQM は、Dynamic Buffer Limiting（DBL）を使用して実行されます。DBL は
スイッチ内の各トラフィックのキュー長を追跡します。フローのキュー長が制限を超えると、DBL は
パケットをドロップします。

送信キュー間のリンク帯域幅の共有

送信ポートの 8 つの送信キューは、その送信ポートで使用できるリンク帯域幅を共有します。クラス 
モードで policy-map class コンフィギュレーション コマンドの  bandwidth コマンドを使用して、送

信キュー間で個別に共有されるリンク帯域幅を設定できます。

このコマンドを使用して、各送信キューに 低限保証される帯域幅を指定します。

デフォルトでは、すべてのキューがラウンド ロビン方式でスケジューリングされています。

ストリクト プライオリティ /低遅延キューイング

完全プライオリティ（低遅延キューまたは LLQ と呼ばれます）としてのみ、ポートで 1 つの送信

キューを設定できます。

LLQ では、トラフィック クラスに対して完全プライオリティ キューイングが提供されます。これによ

り、他のキューのパケットの前に、音声など遅延の影響を受けやすいデータを送信できます。プライオ

リティ キューは、空になるまでまたはシェーピング レートを下回るまで、 初に処理されます。クラ
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スレベル ポリシーごとのプライオリティ キューの宛先にできるのは、1 つのトラフィック ストリーム

だけです。トラフィック クラスのプライオリティ キューをイネーブルにするには、クラス モードで 
priority policy-map class コンフィギュレーション コマンドを使用します。

トラフィック シェーピング

トラフィック シェーピングは、トラフィックが設定上の 大送信速度に従うように、発信トラフィッ

クの速度を制御する能力を提供します。ある制限に適合するトラフィックを、ダウンストリーム トラ

フィックの速度要件を満たすようにシェーピングし、データ速度の不一致を解消できます。

クラス モードで policy-map class コンフィギュレーション コマンドの shape コマンドを使用して、各

送信キューは、 大速度で送信するように設定できます。

この設定により、トラフィックの 大速度を指定できます。設定されたシェープ レートを超過するト

ラフィックは、キューに格納されたあと、設定された速度で送信されます。バースト トラフィックに

よってキューの容量を超過した場合には、設定されたシェープ レートを維持するために、パケットが

ドロップされます。

パケットの変更

QoS を設定するには、パケットの分類、ポリシング、キューイングを行います。このプロセス中に、

次のようにパケットが変更されることがあります。

• IP パケットの場合、分類によって、パケットに DSCP が割り当てられます。ただし、この段階で

パケットは変更されません。割り当てられた DSCP が伝送されるだけです。その理由は、QoS の
分類と ACL の検索が並行して実行され、ACL によってパケットの拒否とロギングが指示される場

合があるためです。この状況では、パケットは元の DSCP 付きで CPU に転送され、CPU で再び 
ACL ソフトウェアによって処理されます。

• IP 以外のパケットの場合、分類によってパケットに内部 DSCP が割り当てられますが、非 IP パ
ケットに DSCP はないので、上書きは行われません。代わりに、内部 DSCP がキューイングおよ

びスケジューリング決定の両方で使用され、さらにパケットが ISL または 802.1Q トランク ポート

のいずれかで送信される場合、タグへの CoS プライオリティ値の書き込みに使用されます。

• ポリシング中は、IP および非 IP パケットに別の DSCP を割り当てることができます（これらのパ

ケットが不適合で、ポリサーがマークダウン DSCP を指定している場合）。この場合も、パケット

内の DSCP は変更されず、マークダウン値の指定がパケットとともに伝達されます。IP パケット

の場合、あとの段階でパケットの変更が行われます。

PVQoS

PVQoS により、トランク ポート上の個別の VLAN に差別化された QoS が提供されます。この機能に

より、サービス プロバイダーはビジネスまたは住宅への各トランク ポートの個々の VLAN ベース 
サービスをレート制限できるようになります。企業の Voice over IP（VoIP）環境で、攻撃者が IP 
Phone になりすましている場合でも、この機能を使用して音声 VLAN をレート制限できます。ポート

単位 /VLAN 単位サービス ポリシーは、入力トラフィックまたは出力トラフィックのいずれかに別々に

適用できます。設定の詳細については、「PVQoS のイネーブル化」（P.40-36）を参照してください。
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フロー ベースの QoS

（注） この項を読む前に、この章の Flexible Netflow（第 62 章「Flexible NetFlow の設定」）および QoS 実
装の設定に精通している必要があります。

フロー ベース QoS は、動的にトラフィック フローを学習するために、マイクロフロー ポリシングと

マーキング機能をイネーブルにします。また、固有な各フローを個々のレートに制限します。フロー 
ベース QoS は、内蔵 NetFlow ハードウェアを搭載した Catalyst 4500 シリーズ スイッチで使用可能で

す。これは、Flexible Netflow（FNF）を使用して定義されたフロー マスクを使用して、スイッチド イ
ンターフェイスとルーテッド インターフェイスの両方で、着信トラフィックに適用できます。これは、

ハードウェアで 大 100,000 の個々のフローと、 大 512 の固有なポリサー設定をサポートします。

フローベース QoS は、ユーザ単位の細かいレート制限が必要な環境でよく使用されます。たとえば、

フロー単位の発信トラフィックと着信トラフィックのレートが異なる場合です。フロー ベース QoS 
は、User Based Rate Limiting（UBRL）とも呼ばれます。

フローは、FNF フロー レコード内のキー フィールドで定義されたものとプロパティが同じパケットの

ストリームとして定義されます。パケットのキー フィールド内の値が既存のフローに対して一意の場

合に、新しいフローが作成されます。

フローベース QoS ポリシーには、FNF フロー レコードに対して照合する 1 つ以上のクラス マップが含

まれています。このようなクラス マップは、その中で指定されたすべての一致基準を満たす match-all 
として設定する必要があります。フローベース QoS ポリシーが QoS ターゲットに対応付けられている

場合は、 初に、ターゲット上の入力トラフィックがクラス マップ内で指定された分類ルールに基づ

いて分類されます。   分類子に FNF フロー レコードがある場合、FNF フロー レコードで指定したキー 
フィールドは、フローを作成するために、分類されたトラフィックに適用されます（フローがまだ存在

しない場合）。   その後で、対応するポリシー アクション（ポリシングとマーキング）がこれらの個別の

フローに適用されます。フローベース ポリサー（マイクロフロー ポリサーとも呼ばれる）はフローご

とにレートを制限します。フローは動的に作成され、非アクティブ フローは定期的にドロップされま

す。

フローベース QoS ポリシーは、ポート（P）、VLAN（V）、ポート単位 /VLAN 単位（PV）、

EtherChannel などの QoS ターゲットに対応付けることができますが、入力方向に限定されます。

FNF のイネーブル化方法については、「フローベース QoS ポリシーの適用」（P.40-42）を参照してくだ

さい。

QoS ポリシーのメタデータの使用

Cisco IOS Release IOS XE 3.3.0 SG（15.1(1) SG）以降、メタデータ フィルタでクラス マップを設定

できます。このようなクラスを含む QoS ポリシーは、メタデータ ベース QoS ポリシーまたはパラメー
タ化された QoS ポリシーと呼びます。これは、個々のフローの 5 タプルおよび適用可能な QoS アク

ションではなく、わかりやすい直感的なメタデータ属性に基づいてフローを分類できます。

ソフトウェアは、次の目的で MSI および MSI プロキシなどのメカニズムを使用します。

• フローの識別

• ネットワーク エッジで受信したトラフィックからのメタデータ情報の収集

• オンパス RSVP シグナリング メカニズムで、フロー パス上のすべてのネットワーク要素に RSVP 
メッセージ ホップバイホップを使用して、メタデータ情報を生成し、転送します。

Cisco Medianet メタデータ設定の詳細については、次の URL を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/mdata/configuration/15-2mt/mdata-15-2-book.html

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/mdata/configuration/15-2mt/mdata-15-2-book.html
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メタデータ コマンドの詳細については、次の URL を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/qos/command/qos-cr-book.html

制約事項　

次の制約事項は、Catalyst 4500 シリーズ スイッチのメタデータ ベース QoS ポリシーの使用に適用さ

れます。

• 入力方向のターゲットだけに対応付けることができます。

• 物理ポートおよび EtherChannel だけに対応付けることができます。VLAN、ポート VLAN、およ

び SVI インターフェイスに対応付けることはできません。

• ポリシーには、複数のメタデータベースの分類子を割り当てることができます。

• クラスマップには、match-all、match-any セマンティクスで 1 つ以上のメタデータ フィルタを割

り当てることができます。

• メタデータのクラスに対応するポリシー アクションは、集約トラフィックに適用されます。ただ

し、メタデータのフィルタが Flexible NetFlow レコードのフィルタとともに設定されている場合、

ポリシー アクションは、個々のフロー（ポリサーなど）に適用されます。

ポリシー アクション セマンティクスに関するフローごとの QoS ポリシーの項を参照してくださ

い。

• メタデータ フィルタに関連付けられているフローがない場合、拒否 ACE で暗黙 ACL が設定され

ます。

• 同じメタデータの QoS ポリシーが複数のインターフェイスに適用される場合、ポリシーは、イン

ターフェイスごとに個別の TCAM エントリのハードウェアにインストールされます。TCAM エン

トリは、インターフェイスと共有されません。

• 新しいフローがメタデータ フィルタと関連付けられると、新しい一連の TCAM エントリがインス

トールされます。これには、以前に検出された他の既存のフローとともに、新しいフローが含まれ

ます。

統計情報 

• 同じメタデータ ポリシー インターフェイスはハードウェアの TCAM リソースを共有しませんが、

show policy-map interface ifname コマンドで観察されるメタデータ フィルタ統計情報は、それが

共有されたかのように、レポートされます。

• メタデータ フィルタの統計情報だけを入手できます。個々 のフロー統計情報は入手できません。

例

次に、メタデータ フィルタを使用する 2 つのクラスのメタデータ ベース QoS ポリシーを示します。

class-map c1
 match application telepresence-media

class-map c2
 match access-group name mysubnet

class-map match-any c3
 match application webex-video
 match application webex-audio

policy-map p1
 class c1
  police cir 10m

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/qos/command/qos-cr-book.html
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 class c2
  set dscp cs1
  police cir 2m
 class c3
  police cir 5m

QoS の設定

（注） HQoS は Catalyst 4500 シリーズ スイッチではサポートされません。

次の内容について説明します。

• 「MQC ベースの QoS の設定」（P.40-13）

• 「プラットフォームでサポートされる分類基準および QoS 機能」（P.40-14）

• 「プラットフォーム ハードウェアの機能」（P.40-15）

• 「QoS サービス ポリシーを適用するための前提条件」（P.40-15）

• 「QoS サービス ポリシーの適用に関する制約事項」（P.40-15）

• 「分類」（P.40-15）

• 「ポリシング」（P.40-17）

• 「ネットワーク トラフィックのマーキング」（P.40-18）

• 「シェーピング、共有（帯域幅）、プライオリティ キュー、キュー制限、および DBL」（P.40-25）

• 「PVQoS のイネーブル化」（P.40-36）

• 「フローベース QoS ポリシーの適用」（P.40-42）

• 「CoS 変換の設定」（P.40-46）

• 「システム キューの制限の設定」（P.40-47）

MQC ベースの QoS の設定

（注） Starting with Cisco IOS Release 12.2(40)SG 以降、Supervisor Engine 6-E または Supervisor Engine 
6L-E を備えた Catalyst 4900M、Catalyst 4948E、または Catalyst 4500 シリーズ スイッチは、QoS の 
MQC モデルを使用します。Cisco IOS Release 15.0(1)XO 以降、Supervisor Engine を使用している 
Catalyst 4500 シリーズ スイッチは、MQC モデルを採用しています。

QoS を適用するには、次の作業を完了できる CLI 構造であるモジュラ QoS コマンドライン インター

フェイス（MQC）を使用します。

• トラフィック クラスの定義に使用される一致基準を指定します。

• トラフィック ポリシー（ポリシー マップ）を作成します。トラフィック ポリシーにより、各トラ

フィック クラスに実行する QoS ポリシー アクションが定義されます。

• ポリシー マップで指定されたポリシー アクションをインターフェイス、VLAN、またはポートお

よび VLAN に適用します。

MQC についての詳細は、『Cisco IOS Quality of Service Solutions Configuration Guide, Release 12.3』
の「Modular Quality of Service Command-Line Interface」を参照してください。
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（注） デフォルトで、着信トラフィックは信頼できると見なされます。インターフェイスで信頼境界機能がイ

ネーブルの場合だけ、ポートを非信頼モードにすることができます。このモードでは、スイッチは IP 
パケットの DSCP 値とイーサネット フレーム上にある VLAN タグの Cos 値を「0」とマークします。

プラットフォームでサポートされる分類基準および QoS 機能

次の表に、Catalyst 4500 シリーズ スイッチでサポートされているさまざまな分類基準とアクションの

概要を示します。詳細については、『Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』を参照してくだ

さい。

サポートされる分類アクション 説明

match access-group 指定した ACL をベースにクラス マップに対して一致基準を設定します。

match any すべてのパケットに対して適切に一致する基準となる、クラス マップの一致基準を

設定します。

match cos レイヤ 2 サービス クラス（CoS）マーキングに基づいてパケットを照合します。

match [ip] dscp 特定の IP DiffServ コード ポイント（DSCP）値を一致条件として識別します。1 つ
の match 文に 大 8 つの DSCP 値を含めることができます。

match [ip] precedence IP precedence 値を一致基準として識別します。

match protocol 指定されたプロトコルに基づいて、クラス マップの一致基準を設定します。

match qos-group 特定の QoS グループ値を一致基準として識別します。出力方向でだけ適用されま

す。

サポートされる QoS 機能 説明

police トラフィック ポリシングを設定します。

police（割合） インターフェイスで利用可能な帯域幅の割合に基づいてトラフィック ポリシングを

設定します。

police（2 つのレート） 認定情報レート（CIR）と 大情報レート（PIR）の 2 つのレートを使用したトラ

フィック ポリシングを設定します。

set cos 送信パケットのレイヤ 2 サービス クラス（CoS）値を設定します。

set dscp IPv4 の ToS バイトまたは IPv6 パケットのトラフィック クラス バイトで DSCP 値
を設定して、パケットにマークを付けます。

set precedence パケット ヘッダーに precedence 値を設定します。

set qos-group あとでパケットを分類するために使用できる QoS グループ ID を設定します。

table map support 別のパケット フィールドに基づいてパケット フィールドに無条件にマーク付けしま

す。

priority ポリシー マップに属するトラフィックのクラスにプライオリティを与えます。

shape 指定したアルゴリズムに従って、指示されたビット レートまでトラフィックを

シェーピングします。

bandwidth 8 つのキューそれぞれに、保障されている 小帯域幅を提供します。

dbl Dynamic Buffer Limiting です。

queue-limit 送信キューが保持できるパケットの 大数を指定します。
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プラットフォーム ハードウェアの機能

QoS サービス ポリシーを適用するための前提条件

スイッチ QoS モデルとは異なり、さまざまなターゲットで QoS をイネーブルにするための前提条件は

ありません。サービス ポリシーを適用すれば QoS がイネーブルになり、そのポリシーの適用を解除す

ると、ターゲット上で QoS がディセーブルになります。

QoS サービス ポリシーの適用に関する制約事項

インターフェイス、VLAN、またはポートおよび VLAN 上で、トラフィック マーキングを設定できま

す。インターフェイスは、レイヤ 2 アクセス ポート、レイヤ 2 スイッチ トランク、レイヤ 3 ルーテッ

ド ポート、または EtherChannnel が考えられます。ポリシーは、vlan configuration モードを使用して 
VLAN に付加されます。

QoS サービス ポリシーの VLAN および EtherChannel への適用については、「ポリシーの関連付け」

（P.40-39）を参照してください。

分類

スーパーバイザ エンジンは、レイヤ 2、IP、および IPv6 パケットの分類をサポートします。入力に対

して実行される ARP パケット マーキングは出力方向で照合できます。前述の表では、すべての機能が

一覧になっています。デフォルトでは、スイッチは分類リソース共有もサポートします。同様に、ポー

ト、VLAN、またはポート単位 /VLAN 単位ターゲットに同じポリシーを対応付けると、QoS アクショ

ンは各ターゲットで一意ですが、ACL エントリは共有されます。

次に例を示します。

    class-map c1
      match ip dscp 50

Policy Map p1
    class c1
      police rate 1 m burst 200000

QoS アクション サポートされるエントリ数 

分類 64k 入力および 64k 出力分類エントリがサポートされます。

1 つのポリシーでは、 大 24k ACL を使用できます。

ポリシング 16K ポリサーがサポートされています。ポリサーは、2k のブロックの指定方向に割

り当てられます。たとえば、2k ポリサーを入力に、14k ポリサーを出力に、それぞ

れ使用できます。単一レート ポリサーは、1 つのポリサー エントリを使用します。

Single Rate Three Color Marker（srTCM）（RFC 2697）および Two Rate Three 
Color Marker（trTCM）（RFC 2698）は、2 つのポリサー エントリを使用します。

マーキング CoS および DSCP/Precedence は、それぞれが 512 エントリをサポートできる 2 つの

マーキング テーブルを介してサポートされます。各方向にそれぞれ別個のテーブル

があります。

キューイング キュー サイズは、シャーシおよびラインカードのタイプに応じてポートごとに設定

可能な 大エントリ数で設定されます。

DBL 設定されたすべてのクラスマップで DBL アクションをイネーブルにできます。
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ポリシーマップ p1 がインターフェイス Gig 1/1 および Gig 1/2 に適用されている場合、1 つの CAM エ
ントリ（IP パケットに一致する 1 つの ACE）が使用されますが、2 つのポリサー（ターゲットごとに 
1 つずつ）が割り当てられます。したがって、dscp 50 を伴うすべての IP パケットがインターフェイス 
Gig 1/1 上で 1 Mbps にポリシングされ、インターフェイス Gig 1/2 上のパケットも 1 Mbps にポリシン

グされます。

（注） Cisco IOS Release 12.2(46)SG では、match protocol arp コマンドを実行できます。詳細については、

『Catalyst 4500 Series Switch Cisco IOS Command Reference』を参照してください。

分類統計

スーパーバイザ エンジンは、パケット ベースの分類統計情報と TCAM リソース共有だけをサポートし

ます。ポリシー マップが複数のターゲットに適用されている場合は、show policy-map interface コマ

ンドによって、インターフェイスに依存しない集約分類統計が表示されます。

（注） インターフェイス単位のポリシー マップ統計を取得するには、インターフェイスごとに一意のポリ

シー マップ名を設定する必要があります。

ポリシー マップがポート チャネル メンバー ポートに対応付けられている場合は、分類統計が表示され

ません。

ポリシー マップの設定

1 つのインターフェイスに対応付けできるポリシー マップは、1 つに限られます。ポリシー マップに

は、一致基準とアクションがそれぞれ異なる 1 つまたは複数のポリシー マップ クラスを含めることが

できます。

インターフェイスで受信するトラフィック タイプごとに、個別のポリシー マップ クラスをポリシー 
マップ内に設定します。各トラフィック タイプ用のすべてのコマンドを、同一のポリシー マップ クラ

スに入れます。QoS が、一致したトラフィックに複数のポリシー マップ クラスのコマンドを適用する

ことはありません。

ポリシー マップの作成

ポリシー マップを作成するには、次のコマンドを入力します。

インターフェイスへのポリシー マップの対応付け

ポリシー マップを作成するには、次のコマンドを入力します。

コマンド 目的

Switch(config)# [no] policy-map policy_name ユーザが指定した名前でポリシー マップを作成し

ます。

ポリシー マップを削除するには、no キーワード

を使用します。
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ポリシング

スーパバイザ エンジンは、次の動作モードでポリサーをサポートします。

• Single Rate Policer Two Color Marker

この種類のポリサーは、CIR と通常バーストでだけ設定され、conform アクションと exceed アク

ションだけがあります。

これは、Supervisor Engine II-Plus から V-10GE ベース システムでサポートされる唯一の形式で

す。

• srTCM（RFC 2697） 

• trTCM（RFC 2698） 

• Color Blind Mode

設定済みポリサー レートの 0.75% のポリシング精度。

エンジンは、16384（16 × 1024、16K）単一レート、単一バースト ポリサーをサポートします。

16K ポリサーは、2K ポリサーのバンク 8 個で編成されています。ポリサー バンクは、QoS 設定に

従い、ソフトウェアによって動的に割り当てられます（入力または出力ポリサー バンク）。した

がって、16K ポリサーは、次のように動的にソフトウェアで分割されます。

– 0 入力ポリサーと 16K 出力ポリサー

– 2K 入力ポリサーと 14K 出力ポリサー 

– 4K 入力ポリサーと 12K 出力ポリサー

– 6K 入力ポリサーと 10K 出力ポリサー

– 8K 入力ポリサーと 8K 出力ポリサー

– 10K 入力ポリサーと 6K 出力ポリサー

– 12K 入力ポリサーと 4K 出力ポリサー

– 14K 入力ポリサーと 2K 出力ポリサー

– 16K 入力ポリサーと 0 出力ポリサー

これらの数値は、単一レートおよびバースト パラメータをサポートするハードウェア内の個々のポリ

サー エントリを表します。この数値に基づき、スイッチは、次の数のポリサーをサポートします。

• 単一バースト付き 16K 単一レート ポリサー（Two Color Marker）

• 8K srTCM

コマンド 目的

Switch(config)# interface {vlan vlan_ID | 
{fastethernet | gigabitethernet} 
slot/interface | Port-channel number}

設定するインターフェイスを選択します。

Switch(config-if)# [no] service-policy 
input policy_map_name 

ポリシー マップをインターフェイスの入力方向に

対応付けます。インターフェイスからポリシー 
マップの対応付けを解除するには、no キーワード

を使用します。

Switch(config-if)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

Switch# show policy-map interface {vlan 
vlan_ID | {fastethernet | gigabitethernet} 
slot/interface}

設定を確認します。
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• 8K trTCM

これらのポリサーは、2K ポリサー バンクの塊で、入力と力の間で分割されます。さまざまなタイプの

ポリサーは、すべてシステム内に共存できます。ただし、ポリサーの特定タイプ（srTCM、trTCM な
ど）は、128 個のポリサーのブロックとして設定可能です。

（注） 2 つのポリサーが内部で使用するために予約されています。

ポリシングの実装方法

Catalyst 4500 シリーズ スイッチにポリシング機能を実装する方法については、次のリンク先で Cisco 
IOS マニュアルを参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_2/qos/configuration/guide/qcfpolsh.html

プラットフォームの制約事項

プラットフォームの制約事項は、次のとおりです。

• マルチポリサー アクションを指定できます（CoS および IP DSCP の設定がサポートされていま

す）。

• 無条件マーキングとポリサー ベース マーキングが同じフィールド（cos、dscp、または 
precedence）上に存在する場合は、ポリサー ベース マーキングが優先されます。

• ポリサー ベースのサービスポリシーがポートと VLAN の両方に付加されている場合、ポートベー

スのポリシングがデフォルトで優先されます。特定の VLAN ポリシーを指定ポートで優先させる

には、ポート単位 /VLAN 単位ポリシーを設定する必要があります。

• ポート単位、VLAN 単位 QoS ポリシーがあるポートチャネルは、削除しないでください。

回避策：ポート チャネルを削除する前に、次の作業を実行します。

1. 存在する場合は PVQoS ポリシーを削除します。

2. no vlan-range コマンドを使用して、ポート チャネル上の VLAN 設定を削除します。

ネットワーク トラフィックのマーキング

ネットワーク トラフィックのマーク付けにより、特定のクラスまたはカテゴリに属するトラフィック

（つまりパケット）の属性を設定または変更できます。ネットワーク トラフィックの分類とともに使用

すると、ネットワーク トラフィックのマーク付けは、ネットワーク上で多くの QoS 機能をイネーブル

にする基礎となります。ここでは、ネットワーク トラフィックのマーク付けのための概念的情報と設

定作業を説明します。

内容

• 「ネットワーク トラフィックのマーキングに関する情報」（P.40-19）

• 「アクション ドライバのマーク付け」（P.40-21）

• 「トラフィック マーキング手順のフローチャート」（P.40-21）

• 「ネットワーク トラフィック マーキングに関する制約事項」（P.40-22）

• 「マルチ属性マーキングのサポート」（P.40-22）

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_2/qos/configuration/guide/qcfpolsh.html
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• 「マーキング用のハードウェア機能」（P.40-23）

• 「ポリシー マップ マーキング アクションの設定」（P.40-23）

• 「マーキング統計」（P.40-25）

ネットワーク トラフィックのマーキングに関する情報

ネットワーク トラフィックにマーキングするには、次の概念を理解する必要があります。

• 「ネットワーク トラフィックにマーキングする目的」（P.40-19）

• 「ネットワーク トラフィックにマーキングする利点」（P.40-19）

• 「トラフィック属性にマーキングする 2 つの方式」（P.40-20）

ネットワーク トラフィックにマーキングする目的

トラフィック マーキングは、特定のトラフィック タイプを識別して個別に処理し、ネットワーク トラ

フィックを異なるカテゴリに分割するために使用されます。

トラフィックの分類によってネットワーク トラフィックをクラスに構成した後は、トラフィック マー

キングによって、特定のクラスに属するトラフィックの値（属性）にマーキング（つまり、設定または

変更）できます。たとえば、あるクラスのサービス クラス（CoS）値を 2 から 1 に変更し、別のクラ

スの Differentiated Services Code Point（DSCP）値を 3 から 2 に変更できます。ここでは、これらの

値は属性またはマーキング フィールドと呼ばれています。

設定および変更できる属性は、次のとおりです。

• タグ付きイーサネット フレームの CoS 値

• IPv4 の ToS バイトでの DSCP/Precedence 値

• QoS グループ識別番号（ID）

• IPv6 のトラフィック クラス バイトでの DSCP/Precedence 値

ネットワーク トラフィックにマーキングする利点

トラフィック マーキングによって、ネットワーク上のトラフィックの属性を微調整できます。より細

かく調整できるようになったことで、特別な処理が必要なトラフィックを分離し、それによって 適な

アプリケーション パフォーマンスの実現に役立ちます。

トラフィック マーキングを使用すると、ネットワーク トラフィックの属性を設定する方法に基づいて、

トラフィックの処理方法を決定できます。また、その属性に基づいて、次のようにネットワーク トラ

フィックを複数のプライオリティ レベルまたはサービス クラスに分類できます。

• 多くの場合、トラフィック マーキングは、ネットワークに着信するトラフィックの IP precedence 
または IP DSCP 値の設定に使用されます。ネットワーク内のネットワーキング デバイスは、新し

くマーキングされた IP precedence 値を使用して、トラフィックの処理方法を決定できます。たと

えば、音声トラフィックには特定の IP Precedence または DSCP でマーク付けし、そのマーキング

のすべてのパケットをキューに入れるように完全優先を設定できます。この場合、マーキングは完

全プライオリティ キューのトラフィックを識別するために使用されます。

• トラフィック マーキングは、クラスベースの QoS 機能（一部、制約事項があるものの、ポリシー 
マップ クラス コンフィギュレーション モードで使用可能な機能）のトラフィックを識別するため

に使用できます。

• トラフィック マーキングは、スイッチ内の QoS グループにトラフィックを割り当てるために使用

できます。スイッチは QoS グループを使用し、送信用にトラフィックのプライオリティを設定す

る方法を決定します。一般的に、QoS グループ値は次の 2 つの理由のいずれかに使用されます。
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– 広い範囲のトラフィック クラスを利用する場合。QoS グループ値には、DSCP に類似する、

64 の異なる個別マーキングがあります。

– precedence 値または DSCP 値の変更は推奨されません。

トラフィック属性にマーキングする 2 つの方式

（注） ここでは、ポリサー ベースのマーキングとは異なる無条件マーキングを説明します。無条件マーキン

グは、分類にだけ基づきます。

方法 1：無条件明示的マーキング（set コマンドを使用）

ポリシー マップで設定された set コマンドを使用して、変更するトラフィック属性を指定します。次の

表に、使用可能な set コマンドと対応する属性を示します。set コマンドの詳細については、『Catalyst 
4500 Series Switch Command Reference』を参照してください。

個別の set コマンドを使用している場合、それらの set コマンドはポリシー マップで指定されます。次

に、表 40-2 に一覧になっている set コマンドの 1 つで設定されたポリシー マップの例を示します。

この設定例では、set cos コマンドがポリシー マップ（policy1）で設定され、CoS 属性をマーク付けし

ています。

enable
configure terminal
policy map p1
    class class1
      set cos 3
end

ポリシー マップの設定については、「ポリシー マップの作成」（P.40-16）を参照してください。

後の作業として、ポリシー マップをインターフェイスに適用します。ポリシー マップをインター

フェイスに適用する方法については、「インターフェイスへのポリシー マップの対応付け」（P.40-16）
を参照してください。

方法 2：無条件テーブルマップベース マーキング

トラフィック属性のマーキングに使用できるテーブル マップを作成します。テーブル マップは 2 方向

の変換表の一種で、トラフィック属性を別の属性にマッピングしたリストです。テーブル マップは、

多対 1 タイプの変換およびマッピング スキームをサポートします。テーブル マップでは、トラフィッ

ク属性の to-from 関係を確立し、属性に行われた変更を定義します。つまり属性は、別の値から取得さ

れた 1 つの値に設定されます。値は、変更される特定の属性に基づいています。たとえば、Precedence 
属性は 0 ～ 7 の数値に、一方 DSCP 属性は 0 ～ 63 の数値にそれぞれ設定できます。

次に、テーブル マップの設定例を示します。

table-map table-map1
map from 0 to 1
map from 2 to 3

表 40-2 set コマンドおよび適用可能なパケット タイプ

set コマンド トラフィック属性 パケット タイプ

set cos 発信トラフィックのレイヤ 2 CoS 値 イーサネット IPv4、IPv6

set dscp ToS バイトの DSCP 値 IPv4、IPv6

set precedence パケット ヘッダーの precedence 値 IPv4、IPv6

set qos-group QoS グループ ID イーサネット、IPv4、IPv6
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exit

次の表に、テーブル マップを使用して to-from 関係を確立できるトラフィック属性の一覧を示します。

次の例では、以前に作成したテーブル マップ（table-map1）を使用するように設定されたポリシー 
マップ（policy2）を示します。

Policy map policy
    class class-default
      set cos dscp table table-map

exit

この例では、テーブル マップの定義に従って、CoS 属性と DSCP 属性の間にマッピング関係が作成さ

れました。

テーブル マップを使用するためのポリシー マップの設定の詳細については、「ポリシー マップの設定」

（P.40-16）を参照してください。

後の作業として、ポリシー マップをインターフェイスに適用します。ポリシー マップをインター

フェイスに適用する方法については、「インターフェイスへのポリシー マップの対応付け」（P.40-16）
を参照してください。

アクション ドライバのマーク付け

マーキング アクションは、2 つの QoS 処理手順のうちの 1 つに基づいてトリガーされます。

分類ベース：この場合、クラスに一致するすべてのトラフィックは、明示的方法またはテーブル

マップ ベースの方法のいずれかを使用してマーク付けされます。この方法は、無条件マーキング

と呼ばれます。

ポリサー結果ベース：この場合、トラフィックのクラスは、パケットで使用可能なポリサー結果

（conform/exceed/violate）に基づいて、別にマーキングされます。この方法は、条件付きマーキン

グと呼ばれます。

トラフィック マーキング手順のフローチャート

図 40-3 に、トラフィック マーキングを設定する手順を示します。

表 40-3 to-from 関係を確立できるトラフィック属性

to 属性 from 属性

優先順位 CoS、QoS グループ、DSCP、Precedence

DSCP CoS、QoS グループ、DSCP、Precedence

CoS DSCP、QoS グループ、CoS、Precedence
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図 40-3 トラフィック マーキング手順のフローチャート

ネットワーク トラフィック マーキングに関する制約事項

パケット マーキング アクションには、次の制約事項が適用されます。

• QoS グループは、入力方向でだけマーク付けでき、無条件明示的マーキングだけをサポートしま

す。

• 明示的マーキングは、ポリサーベース マーキングに対してだけサポートされます。

マルチ属性マーキングのサポート

スーパーバイザ エンジンは、トラフィック クラスと一致するパケットの複数の QoS 属性をマークでき

ます。たとえば、DSCP、CoS、および QoS グループは、明示的マーキングまたはテーブルマップベー

ス マーキングのいずれかを使用して、すべて一緒に設定できます。
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（注） 複数フィールドまたはポリサーベース マルチフィールドの無条件明示的マーキングを使用している場

合は、ToS または CoS マーキング テーブルで設定可能なテーブルマップ数をマークするマルチリー

ジョン（conform/exceed/violate）が、サポートされている 大数より少なくなります。

マーキング用のハードウェア機能

各エントリが、パケットを送信 /マークダウン /ドロップするために、CoS および DSCP/Precedence 
フィールドのマーキング アクション、およびポリサー アクションのタイプを指定している場合、

Catalyst 4900M、Catalyst 4948E、Supervisor Engine 6-E、および Supervisor Engine 6L-E は、128 エ
ントリのマーキング アクションを提供します（Supervisor Engine 7-E は、256 エントリのマーキング 
アクションを提供します）。

このテーブルは、入力および出力の各方向でサポートされます。このテーブルは、無条件マーキングと

ポリサーベース マーキングの両方に使用されます。256 の一意のマーキング アクションまたは 64 の一

意のポリサーベース アクション、またはこの 2 つの組み合わせをサポートするために使用可能です。

各マーキング フィールド（CoS および DSCP）のために、スーパーバイザ エンジンは、各方向に 512 
エントリのマーキング テーブルを提供します。これらのテーブルは、スイッチ QoS モデルをサポート

するスーパーバイザ エンジンで使用可能なマッピング テーブルに類似しています。ただし、ユーザが

設定する複数の固有マッピング テーブルを保持する機能を持ちます。

たとえば、ToS マーキング テーブルは、DSCP/Precedence フィールド マーキングを提供し、次のいず

れかとして使用できます。

• それぞれが 64 の DSCP または QoS グループ値を他の DSCP にマッピングする 8 つの異なるテー

ブルマップ

• それぞれが 8 つの CoS（16 の CoS および CFi）値を入力（出力）方向の DSCP にマッピングする 
64（32）の異なるテーブルマップ

• 上記 2 種類のテーブルマップの組み合わせ

512 エントリの CoS マーキング テーブルでは、同様のマッピングが使用可能です。

ポリシー マップ マーキング アクションの設定

ここでは、ネットワーク トラフィックに無条件マーキング アクションを確立する方法を説明します。

前提条件として、クラス マップ（ipp5）とポリシー マップを作成します （「ポリシー マップの設定」

（P.40-16）を参照）。

（注） マーキング アクション コマンド オプションが拡張されています（表 40-2（P.40-20）および

表 40-3（P.40-21）を参照）。

テーブルマップベース無条件マーキングの設定

テーブルマップ ベースの無条件マーキングを設定するには、次の作業を実行します。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# table-map name テーブルマップを設定します。
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次に、テーブルマップを使用してマーキング アクションをイネーブルにする例を示します。

Switch(config)# table-map dscp2Cos
Switch(config-tablemap)# map from 8 to 1
Switch(config-tablemap)# exit
Switch(config)# policy-map p1
Switch(config-pmap)# class ipp5
Switch(config-pmap-c)# set cos dscp table dscp2Cos
Switch(config-pmap-c)# end
Switch# show policy-map p1

Policy Map p1
    Class ipp5
      set cos dscp table dscp2Qos

Switch# show table-map dscp2Cos

 Table Map dscp2Cos
    from 8 to 1
    default copy

ポリサー結果ベースの条件付きマーキングの設定

ポリサー結果ベースの条件付きマーキングを設定するには、単一レートまたはデュアル レート ポリ

サーを設定します。「ポリシングの実装方法」（P.40-18）を参照してください。

次に、各ポリサー リージョンの明示的アクションで Two Rate Three Color ポリサーを設定する例を示

します。

Switch# configure terminal
Switch(config-pmap-c)# policer cir percent 20 pir percent 30
Switch(config-pmap-c-policer)# conform-action set-cos-transmit 3 set-dscp-transmit 10
Switch(config-pmap-c-policer)# exceed-action set-cos-transmit 4 set-dscp-transmit 20
Switch(config-pmap-c-policer)# violate action drop
Switch# show policy-map p1
 
  Policy Map police
    Class ipp5
     police cir percent 20 pir percent 30
       conform-action set-cos-transmit 3
       conform-action set-dscp-transmit af11
       exceed-action set-cos-transmit 4
       exceed-action set-dscp-transmit af22
       violate-action drop 

ステップ 3 Switch(config-tablemap)# map from 
from_value to to_value

from_value から to_value へのマップを作成します。

ステップ 4 Switch(config-tablemap)# exit テーブルマップ コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 5 Switch(config)# policy-map name ポリシーマップ コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 6 Switch(config-p)# class name QoS アクションのクラスを選択します。

ステップ 7 Switch(config-p-c)# set cos | dscp | 
prec  cos | dscp | prec | qos-group 
[table name]

暗黙の、または明示的テーブルマップに基づいて、マーキング ア
クションを選択します。

ステップ 8 Switch(config-p-c)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 9 Switch# show policy-map name ポリシーマップの設定を確認します。

ステップ 10 Switch# show table-map name テーブルマップの設定を確認します。

コマンド 目的
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マーキング統計

マーキング統計では、マーク付けされたパケット数を示します。

無条件マーキングの場合、分類エントリは、マーク付けされたパケットにあるフィールドを代わりに示

すマーキング アクション テーブルのエントリを示します。したがって、分類統計はそれ自身で無条件

マーキング統計を示します。

ポリサーを使用する条件付きマーキングでは、ポリサーがパケット レート ポリサーである場合、ポリ

サーは異なるポリシング結果のバイト統計だけを提供するため、マーク付けされたパケット数は判別で

きません。

シェーピング、共有（帯域幅）、プライオリティ キュー、キュー制限、およ
び DBL

Catalyst 4500 シリーズ スイッチは、送信キューを選択するための分類ベース（クラス ベース）モード

をサポートします。このモードでは、送信キューは、出力 QoS 分類検索に基づいて選択されます。

（注） 出力キューだけがサポートされます。

スーパーバイザ エンジンは、ポートごとに 8 つの送信キューをサポートします。パケットをポートか

ら転送することが決定されると、出力 QoS 分類により、パケットが入れられる必要がある送信キュー

が決定されます。

デフォルトで、ポートにサービス ポリシーが関連付けられていない場合、帯域幅や優先順位付けの類

に関する保証のない 2 つのキュー（制御パケット キューとデフォルト キュー）があります。唯一の例

外は、制御トラフィックに多少の 小リンク帯域幅が与えられるように、システム生成制御パケットが

制御パケット キューに入れられることです。

出力ポリシーが、1 つまたは複数のトラフィックのクラスに対する 1 つまたは複数のキューイング関連

アクションでポートに付加されるとき、キューが割り当てられます。ポートごとに 8 つのキューしかな

いので、キューイング アクションを持つトラフィック クラスは 大でも 8 つ（予約クラス、

class-default を含む）となります。キュー アクションを持たないトラフィックのクラスは、キューイ
ングなしクラスと呼ばれます。キューイングなしのクラス トラフィックは、 終的にクラス 
class-default に対応するキューを使用します。

キューイング ポリシー（キューイング アクションを伴うポリシー）が対応付けられている場合は、制

御パケット キューが削除され、制御パケットが分類ごとに関連キューに入れられます。出力 QoS クラ

スは、IP Precedence 6 および 7 トラフィックと一致するように設定し、帯域幅保証を設定する必要が

あります。

キューのダイナミックなサイズ変更（キュー制限クラスマップ アクション）は、queue-limit コマンド

を使用することでサポートされています。シャーシとラインカードの種類に基づいて、ポート上の 8 つ
のキューすべては、同じキュー サイズで設定されます。

シェーピング

シェーピングにより、キューにあるアウト オブ プロファイル パケットを遅延させて指定のプロファイ

ルに適合させることができます。シェーピングは、ポリシングとは異なります。ポリシングは、設定し

たしきい値を超えたパケットをドロップしますが、シェーピングは、パケットをバッファし、トラ

フィックを指定のしきい値内に保ちます。シェーピングでは、トラフィックの処理がポリシングよりも

滑らかに行われます。policy-map クラス コンフィギュレーション コマンドを使用して、トラフィック 
クラスの平均レート トラフィック シェーピングをイネーブルにします。
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スーパーバイザ エンジンは、約 ± 0.75% の精度で 32 Kbps ～ 10 Gbps の範囲のシェーピングをサポー

トします。

キューイング クラスが明示的シェーピング設定を使用せずに設定されているとき、キュー シェーピン

グはリンク レートに設定されます。

サービス ポリシー内でクラスレベル シェーピングを設定するには、次の手順を実行します。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# policy-map 
policy-map-name

ポリシーマップ名を入力してポリシー マップを作成し、ポリシー

マップ コンフィギュレーション モードを開始します。

デフォルトでは、ポリシー マップは定義されていません。

ステップ 3 Switch(config-pmap)# class class-name トラフィック ポリシーを作成または変更するクラスの名前を指定

し、ポリシーマップ クラス コンフィギュレーション モードを開始

します。

デフォルト設定では、トラフィック クラスは定義されていません。

ステップ 4 Switch(config-pmap-class)# shape 
average {cir-bps [optional_postfix] | 
percent percent}

平均レート トラフィック シェーピングをイネーブルにします。

シャーピング レートは絶対値またはパーセンテージで指定できま

す。

• cir-bps [optional_postfix] に対して、シェーピング レートを 
bps 単位で指定します。範囲は 32,000 ～ 10,000,000,000 bps 
です。オプションの接尾辞（K、M、G）を入力します。

• percent の場合、トラフィックのクラスをシェーピングするリ

ンク レートのパーセンテージを指定します。指定できる範囲は 
1 ～ 100 です。

デフォルト設定では、平均レート トラフィック シェーピングは

ディセーブルになっています。

ステップ 5 Switch(config-pmap-class)# exit ポリシー マップ コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 6 Switch(config-pmap)# exit グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 7 Switch(config)# interface interface-id 物理ポートを指定し、インターフェイス コンフィギュレーション 
モードを開始します。

ステップ 8 Switch(config-interface)# 
service-policy output policy-map-name

ポリシーマップ名を指定し、物理インターフェイスに適用します。

ステップ 9 Switch(config-interface)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 10 Switch# show policy-map
[policy-map-name [class 
class-map-name]]

or

Switch# show policy-map interface 
interface-id

入力を確認します。

ステップ 11 Switch# copy running-config 
startup-config 

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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既存のポリシー マップを削除するには、no policy-map policy-map-name グローバル コンフィギュ

レーション コマンドを使用します。既存のクラスを削除するには、no class class-name ポリシー マッ

プ コンフィギュレーション コマンドを使用します。平均レート トラフィック シェーピングをディセー

ブルにするには、no shape average policy-map クラス コンフィギュレーション コマンドを使用しま

す。

次に、クラスレベル、平均レート シェーピングを設定する例を示します。ここでは、トラフィック ク
ラス class1 をデータ伝送レート 256 Kbps に制限します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# policy-map policy1
Switch(config-pmap)# class class1
Switch(config-pmap-c)# shape average 256000
Switch(config-pmap-c)# exit
Switch(config-pmap)# exit
Switch(config)# interface gigabitethernet1/1
Switch(config-if)# service-policy output policy1
Switch(config-if)# end
Switch#

Switch# show policy-map policy1
  Policy Map policy1
    Class class1
       shape average 256000

次に、queuing-class トラフィックについて、クラスレベル、平均シェーピング パーセンテージを、リ

ンク帯域幅の 32% に設定する例を示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# policy-map queuing-policy
Switch(config-pmap)# class queuing-class
Switch(config-pmap-c)# shape average percent 32
Switch(config-pmap-c)# exit
Switch(config-pmap)# exit
Switch(config)# interface gigabitethernet1/1
Switch(config-if)# service-policy output queuing-policy1
Switch(config-if)# end
Switch #

Switch# show policy-map queuing-policy
  Policy Map queuing-policy
    Class queuing-class
       Average Rate Traffic Shaping
       cir 32%

共有（帯域幅）

トラフィックのクラスに割り当てられた帯域幅は、輻輳中にクラスに対して保証される 小帯域幅で

す。送信キュー シェーピングは、出力リンク帯域幅が指定ポートの複数キューで共有されるプロセス

です。

スーパーバイザ エンジンは、約 ± 0.75% の精度で 32 Kbps ～ 10 Gbps の範囲の共有をサポートしま

す。すべてのキューイング クラスにわたる設定帯域幅の合計は、リンク帯域幅を超えないようにして

ください。
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サービス ポリシーにクラスレベル帯域幅アクションを設定するには、次の手順を実行します。

既存のポリシー マップを削除するには、no policy-map policy-map-name グローバル コンフィギュ

レーション コマンドを使用します。既存のクラスを削除するには、no class class-name ポリシー マッ

プ コンフィギュレーション コマンドを使用します。デフォルト帯域幅に戻すには、no bandwidth ポ
リシー マップ クラス コンフィギュレーション コマンドを使用します。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# policy-map 
policy-map-name

ポリシーマップ名を入力してポリシー マップを作成し、ポリシー

マップ コンフィギュレーション モードを開始します。

デフォルトでは、ポリシー マップは定義されていません。

ステップ 3 Switch(config-pmap)# class class-name トラフィック ポリシーを作成または変更するクラスの名前を指定

し、ポリシーマップ クラス コンフィギュレーション モードを開始

します。

デフォルト設定では、トラフィック クラスは定義されていません。

ステップ 4 Switch(config-pmap-class)# bandwidth 
{bandwidth-kbps | percent percent}

スイッチにトラフィックの輻輳があるとき、このポリシー マップ

に属するクラスに提供される 小帯域幅を指定します。スイッチが

輻輳していない場合、クラスは bandwidth コマンドで指定した以

上の帯域幅が与えられます。

デフォルト設定では、帯域幅は指定されていません。

帯域幅は、Kbps またはパーセンテージで指定できます。

・ bandwidth-kbps では、クラスに割り当てられる帯域幅を Kbps で
指定します。指定できる範囲は 32 ～ 10000000 です。

・ percent では、クラスに割り当てられる使用可能帯域幅のパーセ

ンテージを指定します。指定できる範囲は 1 ～ 100 です。

すべてのクラス帯域幅を Kbps またはパーセンテージ（混在は不

可）で指定します。

ステップ 5 Switch(config-pmap-class)# exit ポリシー マップ コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 6 Switch(config-pmap)# exit グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 7 Switch(config)# interface interface-id 物理ポートを指定し、インターフェイス コンフィギュレーション 
モードを開始します。

ステップ 8 Switch(config-interface)# 
service-policy output policy-map-name

ポリシーマップ名を指定し、物理インターフェイスに適用します。

ステップ 9 Switch(config-interface)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 10 Switch# show policy-map
[policy-map-name [class 
class-map-name]]

or

Switch# show policy-map interface 
interface-id

入力を確認します。

ステップ 11 Switch# copy running-config 
startup-config 

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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次に、prec1、prec2、および prec3 という 3 つのクラスに対して、policy11 という名前のクラスレベル 
ポリシー マップを作成する例を示します。これらのクラスのポリシーでは、 初のクラスのキューに 
30%、2 番めのクラスのキューに 20%、3 番めのクラスのキューに 10% の使用可能帯域幅が、それぞ

れ割り当てられます。

Switch # configure terminal
Switch(config)# policy-map policy11
Switch(config-pmap)# class prec1
Switch(config-pmap-c)# bandwidth percent 30
Switch(config-pmap-c)# exit
Switch(config-pmap)# class prec2
Switch(config-pmap-c)# bandwidth percent 20
Switch(config-pmap-c)# exit
Switch(config-pmap)# class prec3
Switch(config-pmap-c)# bandwidth percent 10
Switch(config-pmap-c)# exit
Switch(config-pmap)# exit
Switch(config)# interface gigabitethernet1/1
Switch(config-if)# service-policy output policy11
Switch(config-if)# end
Switch #

Switch# show policy-map policy11
  Policy Map policy11
    Class prec1
      bandwidth percent 30
    Class prec2
      bandwidth percent 20
    Class prec3
      bandwidth percent 10

次に、prec1、prec2、および prec3 という 3 つのクラスに対して、policy11 という名前のクラスレベル 
ポリシー マップを作成する例を示します。これらのクラスのポリシーでは、 初のクラスのキューに 
300 Mbps、2 番めのクラスのキューに 200 Mbps、3 番めのクラスのキューに 100 Mbps の使用可能帯

域幅が、それぞれ割り当てられます。

Switch # configure terminal
Switch(config)# policy-map policy11
Switch(config-pmap)# class prec1
Switch(config-pmap-c)# bandwidth 300000
Switch(config-pmap-c)# exit
Switch(config-pmap)# class prec2
Switch(config-pmap-c)# bandwidth 200000
Switch(config-pmap-c)# exit
Switch(config-pmap)# class prec3
Switch(config-pmap-c)# bandwidth 100000
Switch(config-pmap-c)# exit
Switch(config-pmap)# exit
Switch(config)# interface gigabitethernet1/1
Switch(config-if)# service-policy output policy11
Switch(config-if)# end
Switch #

Switch# show policy-map policy11
  Policy Map policy11
    Class prec1
      bandwidth 300000 (kbps)
    Class prec2
      bandwidth 200000 (kbps)
    Class prec3
      bandwidth 100000 (kbps)
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キューで 小帯域幅が保証されないために、キューイング クラスが明示的共有 /帯域幅設定を使用せず

に設定されている場合、ハードウェア キューはポート上の未割り当て帯域幅の共有を取得するように

プログラミングされます。以下の例を参照してください。

新しいキューに対して帯域幅が残っていない場合、または明示的共有 /帯域幅設定を持たないすべての

キューの 小設定可能レート（32 Kbps）を満たすのに未割り当て帯域幅が十分でない場合、ポリシー

の関連付けは拒否されます。

たとえば、次のような 2 つのキューがあるとします。

policy-map queue-policy
   class q1
     bandwidth percent 10
 
   class q2 
     bandwidth percent 20

そのキューの帯域幅割り当ては次のようになります。

q1 = 10%
           q2 = 20%
class-default = 70%

同様に、もう 1 つのキューイング クラス（q3 とします）が明示的帯域幅なしで（たとえば、shape コ
マンドだけで）追加されると、帯域幅割り当ては次のようになります。

q1 = 10%
           q2 = 20%
           q3 = min(35%, q3-shape-rate)
class-default = max(35%, (100 - (q1 + q2 + q3 )))

プライオリティ キューイング

完全プライオリティ（低遅延キューまたは LLQ と呼ばれます）としてのみ、ポートで 1 つの送信

キューを設定できます。

LLQ では、トラフィック クラスに対して完全プライオリティ キューイングが提供されます。これによ

り、他のキューのパケットの前に、音声など遅延の影響を受けやすいデータを送信できます。プライオ

リティ キューは、空になるまでまたはシェーピング レートを下回るまで、 初に処理されます。クラ

スレベル ポリシーごとのプライオリティ キューの宛先にできるのは、1 つのトラフィック ストリーム

だけです。トラフィック クラスのプライオリティ キューをイネーブルにするには、クラス モードで 
priority policy-map class コンフィギュレーション コマンドを使用します。

LLQ は、レート制限されていない限り、他のキューを停止させることがあります。スーパーバイザ エ
ンジンは、キューが輻輳すると（キュー長に基づく）、2 パラメータ ポリサー（レート、バースト）が

有効になる条件付きポリシングをサポートしません。ただし、完全プライオリティ キューに入れられ

たパケットのレート制限のための無条件ポリサーの適用はサポートします。

プライオリティ キューがポリシー マップの 1 つのクラスで設定されている場合、bandwidth remaining 
だけが他のクラスに受け入れられ、その他のクラスのための 小帯域幅は、プライオリティ キューの

使用後に残されている残りの帯域幅から保証されます。プライオリティ キューがポリサーで設定され

ている場合は、bandwidth と bandwidth remaining のどちらも他のクラスに受け付けられます。

（注） すべてのクラスに対して、bandwidth または bandwidth remaining を使用してください。1 つのポリ

シー マップ内で 1 つのクラスに bandwidth を適用して、別のクラスに bandwidth remaining を適用す

ることはできません。
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サービス ポリシーにクラスレベル プライオリティ キューイングを設定するには、次の手順を実行しま

す。

既存のポリシー マップを削除するには、no policy-map policy-map-name グローバル コンフィギュ

レーション コマンドを使用します。既存のクラスを削除するには、no class class-name ポリシー マッ

プ コンフィギュレーション コマンドを使用します。プライオリティ キューをディセーブルにするに

は、no priority policy-map class コンフィギュレーション コマンドを使用します。

次に、policy1 というクラスレベル ポリシーを設定する例を示します。class 1 は、プライオリティ 
キューとして設定され、空になるまで 初に処理されます。

Switch# configure terminal
Switch(config)# policy-map policy1
Switch(config-pmap)# class class1
Switch(config-pmap-c)# priority
Switch(config-pmap-c)# exit
Switch(config-pmap)# exit
Switch(config)# interface gigabitethernet1/1
Switch(config-if)# service-policy output policy1
Switch(config-if)# end
Switch #

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# policy-map 
policy-map-name

ポリシーマップ名を入力してポリシー マップを作成し、ポリシー

マップ コンフィギュレーション モードを開始します。

デフォルトでは、ポリシー マップは定義されていません。

ステップ 3 Switch(config-pmap)# class class-name トラフィック ポリシーを作成または変更するクラスの名前を指定

し、ポリシーマップ クラス コンフィギュレーション モードを開始

します。

デフォルト設定では、トラフィック クラスは定義されていません。

ステップ 4 Switch(config-pmap-class)# priority 完全プライオリティ キューをイネーブルにし、トラフィックのク

ラスにプライオリティを与えます。

デフォルト設定では、完全プライオリティ キューイングはディ

セーブルになっています。

ステップ 5 Switch(config-pmap-class)# exit ポリシー マップ コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 6 Switch(config-pmap)# exit グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 7 Switch(config)# interface interface-id 物理ポートを指定し、インターフェイス コンフィギュレーション 
モードを開始します。

ステップ 8 Switch(config-interface)# 
service-policy output policy-map-name

ポリシーマップ名を指定し、物理インターフェイスに適用します。

ステップ 9 Switch(config-interface)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 10 Switch# show policy-map
[policy-map-name [class 
class-map-name]]

or

Switch# show policy-map interface 
interface-id

入力を確認します。

ステップ 11 Switch# copy running-config 
startup-config 

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。



40-32
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-25340-01-J

第 40 章      Quality of Service の設定

QoS の設定

Switch# show policy-map policy1
  Policy Map policy1
    Class class1
      priority

キュー制限

クラスベース キューが物理ポートでインスタンス化される際に、デフォルト サイズで設定されます。

このサイズは、このトラフィック クラスに属するパケットがキューイング可能なキュー エントリの数

を表します。スケジューラは、キュー シェーピング、帯域幅、およびプライオリティ設定に基づいて、

すでに送信可能なキューからパケットを移動します。

キュー制限は、指定時間内のキュー内にあるパケットの 大数を指定します。キューが一杯になった場

合に、後続のパケットをキューイングしようとするとテール ドロップになります。ただし、DBL が
キューでイネーブルである場合は、キューが一杯になっていなくても DBL アルゴリズムに基づいてパ

ケットが確率的にドロップされます。

帯域幅、シェーピング、またはプライオリティなどのキュー スケジューリングがすでに設定されてい

る場合だけ、queue-limit コマンドをクラスの下に設定できます。この要件の例外は、クラスデフォル

ト クラス上でスタンドアロン queue-limit コマンドをサポートしている場合です。

キュー メモリ 

割り当て可能なキュー エントリの数は、16 ～ 8184 の範囲内の 8 の倍数です。クラスベース キューが

物理ポートでインスタンス化される際に、デフォルトのエントリ数が与えられます。このデフォルト 
キュー サイズは、シャーシ内のスロット数と、各スロットの前面パネル ポート数に基づいています。

Catalyst 4900M、Catalyst 4948E、Supervisor Engine 6-E、および Supervisor Engine 6L-E には、512
（524,288 K）のキュー エントリがあります。そのうち、システムは、空いているリザーブ プールで 
100 K（102,400）キュー エントリを予約します。残りの 412 K（421,88）のうち、ドロップ ポートに 
8184 エントリが提供され、CPU ポートに 11704 エントリが割り当てられます。Supervisor Engine 7-E 
には、1M（1,048,576）のキュー エントリがあり、そのうち 100K（102,400）のキュー エントリが空

きリザーブ プールに保留されています。残りのキュー エントリのうち、ドロップ ポートに 8184 エン

トリが割り当てられ、再循環ポートに 24576 エントリが割り当てられ、CPU ポートに 8656 エントリ

が割り当てられています。

残りのエントリは、シャーシ内のスロットに均等に分割されます。冗長シャーシ内では、このエントリ

分配のために 2 つのスーパーバイザ スロットが 1 つとして扱われます。各スロット内では、そのス

ロットにあるラインカード上に存在する前面パネルのポート間でキュー エントリの数が均等に分割さ

れます。

インターフェイス上にあるキュー エントリのユーザ設定が専用割り当て分を越えた場合、システムが

空いているリザーブ プールを活用して設定に対応しようとします。空いているリザーブ プールからの

エントリは、先着順でインターフェイスに割り当てられます。

サーバ ポリシーの関連付け 

キューイング アクションのある QoS サービス ポリシーが設定されているものの、明示的に 
queue-limit コマンドが物理インターフェイスの出方向に添付されていない場合、クラスベースの各

キューはその物理ポートの専用割り当て分から同数のキュー エントリを取得します。queue-limit コマ

ンドを使用してキューに明示的にサイズが指定されている場合、スイッチはインターフェイスの専用割

り当てから全エントリを割り当てようとします。必要なエントリ数がインターフェイスの専用割り当て

分を越える場合、スイッチは空いているリザーブからエントリを割り当てようとします。
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キューに関連付けられたキュー エントリは常に連続している必要があります。この要件により、ス

イッチ間で共有されている 512K のキューエントリにフラグメンテーションが発生する可能性がありま

す。たとえば、あるインターフェイスで専用割り当て分のキュー エントリが十分ない場合、その

キューを設定するために空いているリザーブ分を使用することになります。この場合、他のポートやス

ロットと共有できないため、専用割り当て分のキュー エントリは未使用のままになります。

インターフェイスに関連付けられている QoS サービスポリシーが削除された場合、空いているリザー

ブ分から取得したキュー エントリは空いているリザーブ プールに戻されます。インターフェイス 
キューイング コンフィギュレーションは、2 つのキュー（デフォルトのシェーピング、帯域幅、サイズ

を持つクラスデフォルトおよび制御パケット キュー）に戻ります。制御パケットキューはサイズ 16 で
設定されていて、デフォルト キューはインターフェイスの専用割り当て分に基づいて可能な 大サイ

ズに設定されています。

キュー割り当て障害 

キュー メモリのフラグメンテーションや十分な空いているリザーブ エントリがないために、スイッチ

がインターフェイス上の 1 つまたは複数のキューで必要な明示的キュー サイズを満たすことができな

い場合があります。このシナリオでは、スイッチはエラー メッセージをログして、ユーザに障害を通

知します。QoS サービス ポリシーはインターフェイス上に設定されたままになります。QoS サービス

ポリシーを削除し、スイッチ上の他のポートで、空いているリザーブ分からキュー エントリの現在の

利用率を調査することで、エラーを修復することができます。

サービス ポリシーにクラスレベル queue-limit を設定するには、次の手順を実行します。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# policy-map 
policy-map-name

ポリシーマップ名を入力してポリシー マップを作成し、ポリシー

マップ コンフィギュレーション モードを開始します。

デフォルトでは、ポリシー マップは定義されていません。

ステップ 3 Switch(config-pmap)# class class-name トラフィック ポリシーを作成または変更するクラスの名前を指定

し、ポリシーマップ クラス コンフィギュレーション モードを開始

します。

デフォルト設定では、トラフィック クラスは定義されていません。

ステップ 4 Switch(config-pmap-class)# shape 
average {cir-bps [optional_postfix] | 
percent percent}

平均レート トラフィック シェーピングをイネーブルにします。

シャーピング レートは絶対値またはパーセンテージで指定できま

す。

• cir-bps [optional_postfix] に対して、シェーピング レートを 
bps 単位で指定します。範囲は 32,000 ～ 10,000,000,000 bps 
です。オプションの接尾辞（K、M、G）を入力します。

• percent の場合、トラフィックのクラスをシェーピングするリ

ンク レートのパーセンテージを指定します。指定できる範囲は 
1 ～ 100 です。

デフォルト設定では、平均レート トラフィック シェーピングは

ディセーブルになっています。

ステップ 5 Switch(config-pmap-class)# queue-limit 
number-of-packets

パケット内の明示的なキュー サイズを提示します。サイズは 8 の
倍数で、16 ～ 8184 の範囲にする必要があります。

ステップ 6 Switch(config-pmap-class)# exit ポリシー マップ コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 7 Switch(config-pmap)# exit グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。
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明示的キュー サイズを削除するには、ポリシーマップ内のクラスで no queue-limit コマンドを使用し

ます。

次に、明示的な queue-limit コマンドを使用してクラスベースのキューを設定する例を示します。ここ

では、トラフィック クラス class1 をキュー サイズ 4048 に制限します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# policy-map policy1
Switch(config-pmap)# class class1
Switch(config-pmap-c)# shape average 256000
Switch(config-pmap-c)# queue-limit 4048
Switch(config-pmap-c)# exit
Switch(config-pmap)# exit
Switch(config)# interface gigabitethernet1/1
Switch(config-if)# service-policy output policy1
Switch(config-if)# end
Switch#

Switch# show policy-map policy1
  Policy Map policy1
    Class class1
       shape average 256000

queue-limit 4048
Switch#

DBL を経由した AQM

AQM は、パケットをポートの送信キューに入れる前の、トラフィック フローのバッファ制御を提供し

ます。この機能は、共有メモリ スイッチで非常に役立ち、特定のフローによるスイッチ パケット メモ

リの占有が行われないようにします。

（注） スーパーバイザ エンジンは、DBL 経由のアクティブ スイッチ バッファ管理をサポートします。

トラフィックのデフォルト クラス（クラス class-default）を除き、他のキューイング アクションが少

なくとも 1 つ設定されている場合にだけ DBL アクションを設定できます。

サービス ポリシーのシェーピングとともにクラスレベル DBL アクションを設定するには、次の手順を

実行します。

ステップ 8 Switch(config)# interface interface-id 物理ポートを指定し、インターフェイス コンフィギュレーション 
モードを開始します。

ステップ 9 Switch(config-interface)# 
service-policy output policy-map-name

ポリシーマップ名を指定し、物理インターフェイスに適用します。

ステップ 10 Switch(config-interface)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 11 Switch# show policy-map
[policy-map-name [class 
class-map-name]]

or

Switch# show policy-map interface 
interface-id

入力を確認します。

ステップ 12 Switch# copy running-config 
startup-config 

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 目的
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既存のポリシー マップを削除するには、no policy-map policy-map-name グローバル コンフィギュ

レーション コマンドを使用します。既存のクラスを削除するには、no class class-name ポリシー マッ

プ コンフィギュレーション コマンドを使用します。関連付けられたキューで DBL をディセーブルに

するには、no dbl policy-map class コンフィギュレーション コマンドを使用します。

次に、クラスレベルの DBL アクションを平均レート シェーピングとともに設定する例を示します。ト

ラフィッククラス class1 に関連付けられたキューで DBL をイネーブルにします。

Switch# configure terminal
Switch(config)# policy-map policy1
Switch(config-pmap)# class class1
Switch(config-pmap-c)# shape average 256000
Switch(config-pmap-c)# dbl
Switch(config-pmap-c)# exit
Switch(config-pmap)# exit

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# policy-map 
policy-map-name

ポリシーマップ名を入力してポリシー マップを作成し、ポリシー

マップ コンフィギュレーション モードを開始します。

デフォルトでは、ポリシー マップは定義されていません。

ステップ 3 Switch(config-pmap)# class class-name トラフィック ポリシーを作成または変更するクラスの名前を指定

し、ポリシーマップ クラス コンフィギュレーション モードを開始

します。

デフォルト設定では、トラフィック クラスは定義されていません。

ステップ 4 Switch(config-pmap-class)# shape 
average cir-bps

平均レート トラフィック シェーピングをイネーブルにします。

トラフィックがシェーピングされるビット レートである CIR を 
bps で指定します。指定できる範囲は 32000 ～ 10000000000 bps 
です。

デフォルト設定では、平均レート トラフィック シェーピングは

ディセーブルになっています。

ステップ 5 Switch(config-pmap-class)# dbl トラフィックのこのクラスに関連付けられたキューで DBL をイ

ネーブルにします。

ステップ 6 Switch(config-pmap-class)# exit ポリシー マップ コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 7 Switch(config-pmap)# exit グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 8 Switch(config)# interface interface-id 物理ポートを指定し、インターフェイス コンフィギュレーション 
モードを開始します。

ステップ 9 Switch(config-interface)# 
service-policy output policy-map-name

ポリシーマップ名を指定し、物理インターフェイスに適用します。

ステップ 10 Switch(config-interface)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 11 Switch# show policy-map
[policy-map-name [class 
class-map-name]]

or

Switch# show policy-map interface 
interface-id

入力を確認します。

ステップ 12 Switch# copy running-config 
startup-config 

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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Switch(config)# interface gigabitethernet1/1
Switch(config-if)# service-policy output policy1
Switch(config-if)# end
Switch#

Switch# show policy-map policy1
  Policy Map policy1
    Class class1
       shape average 256000

 dbl

送信キューの統計

送信キューの統計情報を表示するには、show policy-map interface コマンドを使用します。

Switch# show policy-map interface gigabitEthernet 1/1
 GigabitEthernet1/1

  Service-policy output: queuing-policy

    Class-map: queuing-class (match-all)
      1833956 packets
      Match: cos  1 
      Queueing
      (total drops)  1006239
      (bytes output) 56284756
      shape (average) cir 320000000, bc 1280000, be 1280000
      target shape rate 320000000

    Class-map: class-default (match-any)
      1 packets
      Match: any 
      
      (total drops)  0
      (bytes output) 2104

PVQoS のイネーブル化

PVQoS 機能を使用すれば、指定したインターフェイス上の複数の VLAN 上で複数の QoS 設定を指定

できます。通常、この機能は、トランク ポートや音声 VLAN（シスコ製 IP 電話機）ポートなどの複数

の VLAN に属しているポート上で使用します。

per-Port per-VLAN QoS を設定するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch(config)# interface {fastethernet | gigabitethernet | 
tengigabitethernet} slot/interface | Port-channel number

設定するインターフェイスを選択します。

ステップ 2 Switch(config-if)# vlan-range vlan_range 関連する VLAN を指定します。

ステップ 3 Switch(config-if-vlan-range)# service-policy 
{input | output} policy-map

ポリシーマップおよび方向を指定します。

ステップ 4 Switch(config-if-vlan-range)# exit クラスマップ コンフィギュレーション 
モードを終了します。

ステップ 5 Switch(config-if)# end インターフェイス コンフィギュレーション 
モードを終了します。

ステップ 6 Switch# show policy-map interface interface_name 設定を確認します。
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例 1

図 40-4 に、PVQoS 構成のトポロジ例を示します。トランク ポート gi3/1 は、複数の VLAN（101 お
よび 102）で構成されています。ポート内部には、独自のサービス ポリシーを VLAN 単位で作成でき

ます。このポリシーは、ハードウェアで実行され、入出力ポリシングまたはデータを上回る音声パケッ

トの優先処理で構成されます。

図 40-4 ポート単位 /VLAN 単位トポロジ

次のコンフィギュレーション ファイルでは、ポート GigabitEthernet 3/1 に適用されるポリシーマップ 
P31_QOS を使用して、VLAN 単位で入力および出力ポリシングを実行する方法について示していま

す。

ip access-list 101 permit ip host 1.2.2.2 any
ip access-list 103 permit ip any any
Class-map match-all RT

match ip access-group 101
Class-map Match all PD

match ip access-group 103
Policy-map P31_QoS

Class RT

Police 200m 16k conform transmit exceed drop

Class PD

Police 100m 16k conform transmit exceed drop

Interface Gigabit 3/1
Switchport
Switchport trunk encapsulation dot1q
Switchport trunk allowed vlan 101-102

Vlan range 101

L2 

VLAN 
102

VLAN

101

DSCPDSCP

DSCPDSCP

Police1Police1

DscpDscp

 gi3/1L2 

VLAN 
102

VLAN
101

DSCP

DSCP

Police1

Dscp

 gi3/2

VLAN 
104

VLAN
103

DSCP

DSCP

CoS

CoS

 /VLAN

13
06

02
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Service-policy input P31_QoS
Service-policy output P31_QoS

Vlan range 102
Service-policy input P32_QoS
Service-policy output P32_QoS

例 2

たとえば、ギガビット イーサネット インターフェイス 6/1 がトランク ポートで、VLAN 20、300 ～ 
301、および 400 に属しているとします。次に、VLAN 20 と VLAN 400 内のトラフィックにポリシー 
マップ p1 を、VLAN 300 ～ 301 内のトラフィックにポリシー マップ p2 を適用する例を示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# interface gigabitethernet 6/1
Switch(config-if)# vlan-range 20,400
Switch(config-if-vlan-range)# service-policy input p1
Switch(config-if-vlan-range)# exit
Switch(config-if)# vlan-range 300-301
Switch(config-if-vlan-range)# service-policy output p2
Switch(config-if-vlan-range)# end
Switch#

例 3

次に、ギガビット イーサネット インターフェイス 6/1 上で設定された VLAN 20 のポリシー マップ統

計情報を表示する例を示します。

Switch# show policy-map interface gigabitEthernet 6/1 vlan 20

 GigabitEthernet6/1 vlan 20 

  Service-policy input: p1

    Class-map: c1 (match-all)
      0 packets
      Match: cos  1 
      Match: access-group 100
      police:
          cir 100000000 bps, bc 3125000 bytes
        conformed 0 bytes; actions:
          transmit 
        exceeded 0 bytes; actions:
          drop 
        conformed 0000 bps, exceed 0000 bps

    Class-map: class-default (match-any)
      0 packets
      Match: any

例 4

次に、インターフェイス GigabitEthernet 6/1 上で設定されたすべての VLAN のポリシーマップの統計

情報を表示する例を示します。

Switch# show policy-map interface gigabitEthernet 6/1

 GigabitEthernet6/1 vlan 20 

  Service-policy input: p1

    Class-map: c1 (match-all)
      0 packets
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      Match: cos  1 
      Match: access-group 100
      police:
          cir 100000000 bps, bc 3125000 bytes
        conformed 0 bytes; actions:
          transmit 
        exceeded 0 bytes; actions:
          drop 
        conformed 0000 bps, exceed 0000 bps

    Class-map: class-default (match-any)
      0 packets
      Match: any 

 GigabitEthernet6/1 vlan 300 
          
  Service-policy output: p2

    Class-map: c1 (match-all)
      0 packets
      Match: cos  1 
      Match: access-group 100
      QoS Set
        dscp 50
      police:
          cir 200000000 bps, bc 6250000 bytes
        conformed 0 bytes; actions:
          transmit 
        exceeded 0 bytes; actions:
          drop 
        conformed 0000 bps, exceed 0000 bps

    Class-map: class-default (match-any)
      0 packets
      Match: any 

 GigabitEthernet6/1 vlan 301 

  Service-policy output: p2

    Class-map: c1 (match-all)
      0 packets
      Match: cos  1 
      Match: access-group 100
      QoS Set
        dscp 50
      police:
          cir 200000000 bps, bc 6250000 bytes
        conformed 0 bytes; actions:
          transmit 
        exceeded 0 bytes; actions:
          drop 
        conformed 0000 bps, exceed 0000 bps

ポリシーの関連付け

スーパーバイザ エンジンは、ポート単位 /VLAN 単位ポリシーをサポートします。関連付けられたポリ

シーは、インターフェイス、VLAN、および指定ポートの特定 VLAN にそれぞれ付加されます。

ポリシーは、さまざまなオブジェクトに関連付けることができます。次の表に、オブジェクトと許可さ

れているアクションを示します。
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QoS アクションの制約事項

• 異なるターゲット上で指定した方向に同じアクションを複数回実行することはできません。つま

り、入力方向のポートと VLAN の両方でパケットをポリシングすることはできません。ただし、

入力ポートと出力 VLAN 上ではポリシングできます。

• キューイング アクションは、物理ポートの出力方向でだけ許可されます。

• ポリサーなどのパーセンテージ ベース アクションは、VLAN、ポートと VLAN（PV）、および 
EtherChannel 上で設定することができません。

• ポート チャネルまたは VLAN の設定に持たせることができるのは、ポリシングまたはマーキング 
アクションだけです。キューイング アクションを持たせることはできません。

QoS ポリシーのプライオリティ

• ポートおよび VLAN 上のポリシーが、競合アクション（ポートと VLAN の両方でのポリシングま

たはマーキング アクションなど）で設定されている場合、ポート ポリシーが取得されます。

• 指定ポートの VLAN 上でのポリシーが上書きされる必要がある場合、ユーザは PV ポリシーを設

定できます。

QoS ポリシーの統合

適用可能ポリシーは、指定方向の指定パケットに適用されます。たとえば、出力 VLAN ベース ポリシ

ングおよびマーキングを設定し、さらにそのポートでの選択的キューイングを設定すると、このパケッ

トに対し、両方のポリシーからのアクションが適用されます。

EtherChannel では、ポリシーマップに関して次の制限事項があります。

• EtherChannel レベルでは、ポリシング アクションとマーキング アクションだけがサポートされま

す。

• 物理メンバ ポート レベルでは、キューイング アクションだけがサポートされます。

パケットは、EtherChannel ポリシーによってマーキングできます（dscp フィールドまたは cos フィー

ルド）。物理メンバ ポート ポリシーで dscp フィールドまたは cos フィールドに基づいた分類を使用し

ている場合、それはマーキングされた（変更された）値に基づいている必要があります。正しい動作を

確保するために、EtherChannel には次の制限事項があります。

物理メンバ ポートのポリシーマップの分類基準は、以下のいずれか 1 つのフィールドだけに基づいて

いなければなりません。

• dscp

• precedence

• cos

表 40-1 QoS ポリシーの関連付けの表

オブジェクト アクション

物理ポート ポリシング、マーキング、および

キューイング

VLAN ポリシングおよびマーキング

ポートと VLAN（PV） ポリシングおよびマーキング

EtherChannel ポリシングおよびマーキング

EtherChannel メンバ ポート キューイング
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• 任意の非マーキング フィールド（dscp にも cos にも基づかない分類）

物理メンバ ポートのポリシーマップの分類基準は、フィールドの組み合わせにはできません。この制

限事項により、EtherChannel ポリシーが dscp または cos をマーキングしている場合に、マーキングさ

れた（変更された）値に基づく分類を確実にハードウェアに実装できます。

（注） 物理メンバ ポート上でのポリシー マップに関する分類基準は、新しいタイプのフィールドを追加する

ように変更することができません。

Auto-QoS は EtherChannel でもそのメンバ ポートでもサポートされていません。Auto-QoS で設定さ

れている物理ポートは、物理ポートのメンバになることはできません。

ソフトウェア QoS

高レベルには、スイッチからローカルで送信された（制御プロトコル パケット、ping、Telnet など）

2 種類のトラフィックがあります。この 2 種類とは、高プライオリティ トラフィック（通常は、OSPF 
Hello や STP などの制御プロトコル パケット）と低プライオリティ パケット（他のすべてのパケット 
タイプ）です。

ローカルで送信されたパケットの QoS 処理は、2 つの種類で異なります。

スーパーバイザ エンジンには、ソフトウェア パスで処理されたパケットに QoS を適用する方法が用意

されています。ソフトウェアでこの QoS 処理を受けるパケットは、ソフトウェア スイッチド パケット

とソフトウェア生成パケットの 2 種類に分類できます。

受信時には、ソフトウェア スイッチド パケットは、パケットを代わりに別のインターフェイスから送

信する CPU に送信されます。そういったパケットの場合、入力ソフトウェア QoS は入力マーキングを

提供し、出力ソフトウェア QoS は出力マーキングとキュー選択を提供します。

ソフトウェア生成パケットは、スイッチによりローカルで送信されたパケットです。これらのパケット

に適用された出力ソフトウェア QoS 処理のタイプは、ソフトウェア スイッチド パケットに適用された

タイプと同じです。これら 2 つの処理タイプの唯一の違いは、ソフトウェア スイッチド パケットが、

出力分類を目的として、パケットの入力マーキングを考慮する点です。

高プライオリティ パケット

高プライオリティ パケットは、次のいずれかとしてマーク付けされます。

• PAK_PRIORITY を使用して内部的に

• IP Precedence 6 を使用して（IP パケット用）

• CoS 6 を使用して（VLAN タグ付きパケット用） 

これらのパケットは、次のように動作します。

• これらのパケットは、出力サービス ポリシーのように設定されたポリシング、AQM、ドロップし

きい値（またはパケットをドロップすることができる機能）が原因でドロップされることはありま

せん。ただし、ハードウェア リソースの制約（パケット バッファ、キューが満杯など）が原因で

ドロップされることはあります。

• これらのパケットは、ポートまたは VLAN である出力サービス ポリシーのマーキング設定に従っ

て、分類およびマーク付けされます（「ポリシーの関連付け」（P.40-39）を参照）。

• これらの高プライオリティ パケットは、次の基準に従って出力ポートのキューに入れられます。

– ポートに出力キューイング ポリシーがない場合、パケットは、デフォルト キューとは別に設

定され、5% のリンク帯域幅が予約されている制御パケット キューに入れられます。
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– ポートに出力キューイング ポリシーがある場合、そのパケットに適用可能な分類基準に基づ

いてキューが選択されます。

低プライオリティ パケット 

高プライオリティ（前述）と見なされないパケットは、重要ではないと見なされます。これらのパケッ

トには、ローカルで送信された ping、Telnet、およびその他のプロトコル パケットが含まれます。こ

れらのパケットは、指定の伝送ポートを通過する他のパケットと同様に（出力分類、マーキングおよび

キューイングを含む）、処理されます。

フローベース QoS ポリシーの適用

フロー ベース QoS は、動的にトラフィック フローを学習するために、マイクロフロー ポリシングと

マーキング機能をイネーブルにします。また、固有な各フローを個々のレートに制限します。フロー 
ベース QoS は、内蔵 NetFlow ハードウェア サポートで使用可能です。

詳細については、「フロー ベースの QoS」（P.40-11）を参照してください。

次に、フローベース QoS ポリシーを QoS ターゲットに適用する手順を示します。

ステップ 1 一意のフローを識別するキー フィールドを指定して、FNF フロー レコードを作成します。FNF モニタ

に関連付けられた任意の FNF フロー レコードを使用することができます。

ステップ 2 一致基準のセットを指定するためのクラス マップを作成します。ステップ 1 で作成した FNF フロー レ
コードを match flow record コマンドを使用して、クラス マップ一致基準に含めます。その後で、

class-map match-all class_name を使用して、すべての一致基準と一致するようにクラス マップを設

定します。

ステップ 3 ポリシー マップを作成して、ステップ 2 で作成したクラス マップに関連付けるアクションを定義しま

す。

ステップ 4 ポリシーを 1 つ以上の QoS ターゲットに対応付けます。

例

次に、フローベース QoS ポリシーを設定して、個々のフローにマイクロフロー ポリサーを適用する例

を示します。

例 1

この例では、サブネット 192.168.10.* 上に複数のユーザ（送信元 IP アドレスで識別される）が存在す

ることを前提とします。   下のコンフィギュレーションは、マクロ ポリシングを使用して、送信元アド

レスが 192.168.10.* の範囲内のユーザ単位トラフィックに制限するフローベース QoS ポリシーの設定

方法を示しています。マイクロフロー ポリサーは、CIR が 1Mbps に、「適合アクション」が transmit 
に、「超過アクション」が drop に設定されます。

ステップ 1：指定された送信元アドレスとトラフィックが一致するように ACL を定義します。

Switch(config)# ip access-list extended UserGroup1
Switch(config-ext-nacl)# permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 any
Switch(config-ext-nacl)# exit
Switch(config)#
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ステップ 2：送信元アドレスをキーとして使用してフローを作成するためのフロー レコードを定義しま

す。

Switch(config)# flow record r1
Switch(config-flow-record)# match ipv4 source address
Switch(config-flow-record)# exit
Switch(config)#

ステップ 3：UserGroup1 に対して一致するようにクラス マップを設定し、フロー作成用のフロー レ
コード定義を指定します。

Switch(config)# class-map match-all c1
Switch(config-cmap)# match access-group name UserGroup1
Switch(config-cmap)# match flow record r1
Switch(config-cmap)# exit
Switch(config)#

ステップ 4：一致するトラフィックに関するマイクロフロー ポリシング アクションでフローベース 
QoS ポリシー マップを設定します。

Switch(config)# policy-map p1
Switch(config-pmap)# class c1
Switch(config-pmap-c)# police cir 1m
Switch(config-pmap-c-police)# conform-action transmit
Switch(config-pmap-c-police)# exceed-action drop
Switch(config-pmap-c-police)# exit
Switch(config-pmap-c)# exit
Switch(config-pmap)# exit

ステップ 5：フロー QoS ポリシーをインターフェイスに対応付けます。

Switch(config)# interface gigabitEthernet3/1
Switch(config-if)# service-policy input p1
Switch(config-if)#

ポリシー マップ設定とインターフェイス固有のポリシー マップ統計情報を表示するには、show コマン

ド（この章のポリシーとマーキングに関するセクションを参照）を使用します。

例 2

この例では、サブネットの 192.168.10.* と 172.20.55.* 上に複数のユーザ（送信元 IP アドレスで識別

される）が存在することを前提とします。 初にすべきことは、192 ネットワークから任意の宛先に送

信されるすべての TCP トラフィックに対して、常に、500Kbps の CIR と 650Kbps の PIR でポリシン

グすることです。exceed action キーワードは、dscp 値を 32 に下げます。次にすべきことは、172 
ネットワークから送信されるユーザ単位のトラフィックを 2Mbps の CIR でポリシングして、トラ

フィックの dscp 値を無条件に 10 にすることです。

ステップ 1：指定された送信元アドレスとトラフィックが一致するように ACL を定義します。

Switch(config)# ip access-list extended UserGroup1
Switch(config-ext-nacl)# permit ip 19 2.168.10.0 0.0.0.255 any
Switch(config-ext-nacl)# exit
Switch(config)# ip access-list extended UserGroup2
Switch(config-ext-nacl)# permit ip 172.20.55.0 0.0.0.255 any
Switch(config-ext-nacl)# exit
Switch(config)#

ステップ 2：送信元アドレスをキーとして使用してフローを作成するためのフロー レコードを定義しま

す。

Switch(config)# flow record r1
Switch(config-flow-record)# match ipv4 source address
Switch(config-flow-record)# match ipv4 destination address
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Switch(config-flow-record)# match transport tcp source-port
Switch(config-flow-record)# match transport tcp destination-port
Switch(config-flow-record)# exit
Switch(config)# flow record r2
Switch(config-flow-record)# match ipv4 source address
Switch(config-flow-record)# exit
Switch(config)#

ステップ 3：UserGroup1 に対して一致するようにクラス マップを設定し、フロー作成用のフロー レ
コード定義を指定します。

Switch(config)# class-map match-all c1
Switch(config-cmap)# match access-group name UserGroup1
Switch(config-cmap)# match flow record r1
Switch(config-cmap)# exit
Switch(config)# class-map match-all c2
Switch(config-cmap)# match access-group name UserGroup2
Switch(config-cmap)# match flow record r2
Switch(config-cmap)# exit
Switch(config)#

ステップ 4：一致するトラフィックに関するマイクロフロー ポリシング アクションでフローベース 
QoS ポリシー マップを設定します。

Switch(config)# policy-map p1
Switch(config-pmap)# class c1
Switch(config-pmap-c)# police cir 500k pir 650k
Switch(config-pmap-c-police)# conform-action transmit
Switch(config-pmap-c-police)# exceed-action set-dscp-transmit 32
Switch(config-pmap-c-police)# violate-action drop
Switch(config-pmap-c-police)# exit
Switch(config-pmap-c)# exit
Switch(config-pmap)# class c2
Switch(config-pmap-c)# set dscp 10
Switch(config-pmap-c)# police cir 2m
Switch(config-pmap-c-police)# conform-action transmit
Switch(config-pmap-c-police)# exceed-action drop
Switch(config-pmap-c-police)# exit
Switch(config-pmap-c)# exit
Switch(config-pmap)# exit

ステップ 5：フロー QoS ポリシーをインターフェイスに対応付けます。

Switch(config)# interface gigabitEthernet3/1
Switch(config-if)# service-policy input p1
Switch(config-if)# exit

ポリシー マップ設定とインターフェイス固有のポリシー マップ統計情報を表示するには、QoS セク

ションで説明した show コマンドを使用します。

例 3

ファスト イーサネット インターフェイス 6/1 上に 2 つのアクティブ フローが存在するとします。

表 40-2

SrcIp DStIp IPProt SrcL4Port DstL4Port

192.168.10.10 192.168.20.20 20 6789 81

192.168.10.10 192.168.20.20 20 6789 21
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次の設定では、各フローが、許可可能な 9,000 のバースト値を使用して 1,000,000 bps にポリシングさ

れます。

Switch(config)# flow record r1
Switch(config-flow-record)# match ipv4 source address
Switch(config-flow-record)# match ipv4 destination address
Switch(config-flow-record)# match transport tcp source-port
Switch(config-flow-record)# match transport tcp destination-port
Switch(config-flow-record)# match transport udp source-port
Switch(config-flow-record)# match transport udp destination-port
Switch(config-flow-record)# exit
Switch(config)# class-map match-all c1
Switch(config-cmap)# match flow record r1 
Switch(config-cmap)# exit
Switch(config)# policy-map p1
Switch(config-pmap)# class c1
Switch(config-pmap-c)# police 1000000 9000
Switch(config-pmap-c)# exit
Switch(config-pmap)# exit
Switch(config)# interface fastEthernet 6/1
Switch(config-if)# service-policy input p1
Switch(config-if)# end

設定時の注意事項

フローベース QoS ポリシーの作成、設定、変更、削除と、フローベース QoS ポリシーのサポートされ

ているターゲットへの対応付け（および対応付け解除）に関する一般的なガイドラインは、QoS セク

ションで説明したものと同じです。   以降の説明と制限が、フローベース QoS ポリシーに適用されます。

• クラス マップには複数の match 文を含めることができますが、1 つのクラス マップで指定できる 
FNF フロー レコードは 1 つだけです。

• フロー レコードにキー フィールドが含まれていない場合は、クラス マップ内で使用することがで

きません。非キー フィールドをフロー レコード内に含めることができます。ただし、すべてが非

キー フィールドの場合はマイクロフロー QoS で無視されます。   キー フィールドのみがフロー作成

に使用されます。

• FNF フロー レコードがいずれかのクラス マップで参照されている場合は、そのフロー レコードを

変更することができません。フロー レコードを変更するには、すべてのクラス マップから削除し

てください。

• FNF フロー レコードを含むクラス マップは、match-all として設定する必要があります。クラス 
マップでヒットするトラフィックは、クラス マップ内のすべての一致基準を満たす必要がありま

す。

• ポリシーには複数のクラスを含めることができ、クラス マップごとに同じ FNF フロー レコードを

含めることも、別々の FNF フロー レコードを含めることもできます。

• フローベース QoS ポリシーと FNF モニタの両方を同時に同じターゲットに適用することはできま

せん。

• インターフェイス モードがスイッチポートからルーテッド ポートにまたはその逆に変更された場

合は、そのポートに対応付けられたすべてのフロー QoS ポリシーがモード変更後も適用されたま

まになります。

• pv4、ipv6、およびデータリンクの 3 種類の FNF フロー レコードがあります。データリンク フ
ロー レコードは、ipv4 および ipv6 フロー レコードと相互排他的です。データリンク フロー レ
コードを含むクラス マップは、ipv4 または ipv6 フロー レコードを含むクラス マップと同じポリ

シー内で共存させることができません。逆も同じです。
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• クラス マップの class-default は編集することができません。また、一致フロー レコードを使用し

て設定することもできません。代わりに、match any フィルタとフロー レコードを使用するクラス 
マップとフロー レコードを使用して、ポリシーを設定できます。

• トラフィックは、クラス マップがポリシー内で定義されたときと同じ順序で分類されます。その

ため、FNF フロー レコードがクラス マップ内の唯一の match 文の場合は、分類基準がフロー レ
コードで識別されるすべてのパケット タイプと一致します。つまり、同じポリシー内で同じトラ

フィック タイプと一致するクラス マップは冗長であり、決してヒットすることがありません。

• フロー レコードを含むクラス マップに関連付けられたポリサーはマイクロフロー ポリサーと呼ば

れます。マイクロフロー ポリサーの CIR レートと PIR レートは、% キーワードで設定することが

できません。

• 同じポリシー内のフロー レコードには、別のクラス マップから作成され、フローが一意で区別で

きることを保証する適切なキー フィールドを含める必要があります。そうでない場合は、別のク

ラス マップから生成されたフローと区別できません。このような場合は、ハードウェア内で 初

のフローを生成したクラス マップに対応するポリシー アクションが適用され、その結果は必ずし

も予想どおりになるとは限りません。

• 別々の QoS ターゲット上で受信されたトラフィックからのフローは、それらのターゲットに同じ

ポリシーが適用されている場合でも、区別されます。

• フローが 5 秒を超えて非アクティブだった場合はドロップされます。5 秒より長くフローと一致す

るトラフィックは存在しません。

• フローがドロップされると、そのフローに関連付けられたポリサー ステート情報も削除されます。

新しいフローが作成されると、そのフローのポリサー インスタンスが再初期化されます。

• フローベース QoS ポリシーによって作成されたフローは、ハードウェアにしか存在せず、エクス

ポートすることができません（FNF モニタと同様）。

• フローベース QoS ポリシーによって作成されたフローに関するフロー単位統計情報は入手できま

せん。

• クラス マップ統計情報には、分類基準と一致するパケット数が表示されます。個別のフロー統計

情報は表示されません。

• ポリサー統計情報には、個々のフローの集約ポリサー統計情報が表示されます。

• ハードウェアによって生成されたフローに関する情報は入手できないため、QoS ポリシー マップ

に関連付けられた show コマンドに表示されません。クラス マップとポリサー統計情報のみが 
show policy-map コマンドの出力に表示されます。

CoS 変換の設定

CoS リフレクションおよび CoS 変換は、Supervisor Engine 6-E および Catalyst 4900M でサポートさ

れます。次に、CoS リフレクションを適用する方法の例を示します。

トラフィックが VLAN 10 および CoS 1、2、... のインターフェイス ギガビット 2/5 に到達すると仮定

します。外部タグの VLAN 11 と C-tag からコピーされた CoS（C-tag は VLAN 10 および COS 1、2、
...）とともに、インターフェイス ギガビット 2/6 からトラフィックを出力させます。

class-map match-all c2

  match cos  2 

class-map match-all c1

  match cos  1 

!
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policy-map my

class c1

   set cos 1

class c2

   set cos 2

interface GigabitEthernet2/5

switchport mode trunk

switchport vlan mapping 10 dot1q-tunnel 11

spanning-tree bpdufilter enable

service-policy input my

!

interface GigabitEthernet2/6

switchport mode trunk

システム キューの制限の設定

（注） この機能は、Cisco IOS Release 15.0(2) SG1 以降および Cisco IOS XE Release 3.2.1SG だけで使用で

きます。

hw-module system max-queue-limit コマンドを使用すると、Catalyst 4500 シリーズ スイッチでは、

すべてのインターフェイスのキュー制限があるポリシーを適用する代わりに、すべてのインターフェイ

スのキュー制限をグローバルに変更できます。

キュー制限をグローバルに設定するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# hw-module system 
max-queue-limit max-queue-limit

すべてのインターフェイスのキュー制限をグローバルに設定しま

す。

有効値の範囲は 1024 ～ 8184 です。値は 8 の倍数にする必要があ

ります。



40-48
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-25340-01-J

第 40 章      Quality of Service の設定

auto-QoS の設定

これはグローバル コンフィギュレーション コマンドです。ポート単位、クラス単位の queue-limit コ
マンドで、これをオーバーライドできます。

スタンドアロン スーパーバイザ エンジンでは、このコマンドを適用した後に、エンジンをリブートす

る必要があります。

SSO モードの冗長スーパーバイザでは、両方のスーパーバイザに対して、redundancy reload shelf コ
マンドを入力し、強制的にリブートする必要があります。RPR モードの冗長スーパーバイザでは、両

方のスーパーバイザにシステム キュー制限を適用するために、2 回連続してスイッチ オーバーを実行

する必要があります。

次に、スタンドアロンのスーパーバイザ エンジンで、グローバルにキュー制限を 1024 に設定する例を

示します。

Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# hw-module system max-queue-limit 1024
Switch(config)# exit
Switch# reload  (for standalone supervisors)
Switch# redundancy reload shelf (for reduandancy supervisors in SSO mode)
or
Switch# redundancy force-switchover (followed by another redundancy force-switchover, for 
reduandancy supervisors in RPR mode)

auto-QoS の設定

（注） auto-QoS は、VLAN または EtherChannel インターフェイスには適用できません。

（注） CDP をサポートするデバイスに接続されたポート上に auto-QoS ポリシーがある場合、そのポートは自

動的に信頼されます。ただし、デバイスが CDP をサポートしない場合（レガシー Digital Media Player 
など）、QoS の信頼は手動で適用する必要があります。

Catalyst 4500 シリーズ スイッチは MQC モデルを採用しています。これは、特定のグローバル コン

フィギュレーション（qos や qos dbl など）を使用する代わりに、スイッチ上のインターフェイスに適

用された auto-QoS によって、いくつかのグローバル クラス マップおよびポリシー マップが設定され

ることを意味します。

auto-QoS はトラフィックを照合し、各一致パケットを qos-group に割り当てます。これにより、出力

ポリシー マップは、プライオリティ キューを含む特定のキューに、特定の qos-group を配置できます。

ステップ 3 Switch(config)# exit 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 Switch# reload

or

Switch# redundancy reload shelf

Switch# redundancy force-switchover

スタンドアロン スーパーバイザ エンジンをリロードします。

SSO モードで冗長スーパーバイザ エンジンをリロードします。

RPR モードで冗長スーパーバイザ エンジンをリロードします。

このコマンドの後に、redundancy force-switchover をもう一度実行

する必要があります。

コマンド 目的
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着信と発信の両方向で QoS が必要です。着信時に、スイッチ ポートは、パケットの DSCP を信頼する

必要があります（デフォルトで実行されます）。発信時に、スイッチ ポートは、音声パケットに「front 
of line」プライオリティを付与する必要があります。音声が発信キューの他のパケットの後ろで待機し

て、遅延が長くなりすぎる場合、パケットの受信時間の範囲外となるため、エンド ホストは、そのパ

ケットをドロップします。

（注） QoS は、2 車線の道路に例えることができます。そのため、一方向で動作する場合、他の方向

では動作しません。

• 定義する必要がある 7 のポリシー マップがあります（5 つの入力と 2 つの出力）。

• AutoQos-4.0-Input-Policy

• AutoQos-VoIP-Input-Cos-Policy

• AutoQos-VoIP-Input-Dscp-Policy

• AutoQos-4.0-Cisco-Phone-Input-Policy

• AutoQos-4.0-Output-Policy

• AutoQos-4.0-Cisco-Softphone-Input-Policy

• AutoQos-VoIP-Output-Policy

すべてのポートで、 COS の問題は、ネイティブ VLAN 上のパケットがゼロとしてマークされることで

す。

入力の照合に使用されるクラス マップは次のとおりです。

!for control traffic between the phone and the callmanager 
!and phone to phone [Bearer] DSCP matching
!Note: Control traffic can be either AF31 or CS3.So, we match to both values and assign 
them to different qos-groups when matching DSCP and only a single group when matching COS.

class-map match-all AutoQos-VoIP-Control-Dscp26
  match  dscp af31
class-map match-all AutoQos-VoIP-Control-Dscp24
  match  dscp cs3
class-map match-all AutoQos-VoIP-Bearer-Dscp
  match  dscp ef

!for control traffic and phone to phone [Bearer] COS matching
!Note: Both CS3 and AF31 control traffic maps to COS 3

class-map match-all AutoQos-VoIP-Control-Cos
  match cos  3
class-map match-all AutoQos-VoIP-Bearer-Cos
  match cos  5

!for control traffic between the softphonephone and the callmanager 
!and softphone  to softphonephone [Bearer] DSCP matching
Class Map match-all AutoQos-4.0-Multimedia-Conf-Classify (id 36)
   Match access-group name AutoQos-4.0-ACL-Multimedia-Conf
Class Map match-all AutoQos-4.0-Signaling-Classify (id 2)
   Match access-group name AutoQos-4.0-ACL-Signaling
Class Map match-all AutoQos-4.0-Transaction-Classify (id 18)
   Match access-group name AutoQos-4.0-ACL-Transactional-Data
Class Map match-all AutoQos-4.0-Bulk-Data-Classify (id 29)
   Match access-group name AutoQos-4.0-ACL-Bulk-Data
Class Map match-all AutoQos-4.0-Scavenger-Classify (id 1)
   Match access-group name AutoQos-4.0-ACL-Scavenger
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!for untrueted interfaces
class-map match-all AutoQos-4.0-Multimedia-Conf-Classify
           match access-group name AutoQos-4.0-ACL-Multimedia-Conf
   class-map match-all AutoQos-4.0-Signaling-Classify
     match access-group name AutoQos-4.0-ACL-Signaling
   class-map match-all AutoQos-4.0-Transaction-Classify
     match access-group name AutoQos-4.0-ACL-Transactional-Data
   class-map match-all AutoQos-4.0-Bulk-Data-Classify
     match access-group name AutoQos-4.0-ACL-Bulk-Data
   class-map match-all AutoQos-4.0-Scavenger-Classify
     match access-group name AutoQos-4.0-ACL-Scavenger
         class-map match-all AutoQos-4.0-Default-Classify
     match access-group name AutoQos-4.0-ACL-Default

!for interfaces with video devices
class-map match-any AutoQos-4.0-VoIP
      match dscp ef
      match cos 5
    class-map match-all AutoQos-4.0-Broadcast-Vid
      match dscp cs5
    class-map match-all AutoQos-4.0-Realtime-Interact
      match dscp cs4
    class-map match-all AutoQos-4.0-Network-Ctrl
      match dscp cs7
    class-map match-all AutoQos-4.0-Internetwork-Ctrl
      match dscp cs6
    class-map match-any AutoQos-4.0-Signaling
      match dscp cs3
      match cos 3
    class-map match-all AutoQos-4.0-Network-Mgmt
      match dscp cs2
    class-map match-any AutoQos-4.0-Multimedia-Conf
      match dscp af41
      match dscp af42
      match dscp af43
   class-map match-any AutoQos-4.0-Multimedia-Stream
      match dscp af31
      match dscp af32
      match dscp af33
    class-map match-any AutoQos-4.0-Transaction-Data
      match dscp af21
      match dscp af22
      match dscp af23
    class-map match-any AutoQos-4.0-Bulk-Data
      match dscp af11
      match dscp af12
      match dscp af13
    class-map match-all AutoQos-4.0-Scavenger
      match dscp cs1

クラス マップの目的は、制御トラフィックとデータ（ベアラ）音声トラフィックがレイヤ 2 インター

フェイスまたはレイヤ 3 インターフェイスを特定することです。

DSCP と COS が発信ポリシー マップで使用される割り当て済み qos-group に設定される場合、2 つの

入力ポリシー マップ（1 つは DSCP 照合用、もう 1 つは CoS 照合用）は、次のとおりです。

policy-map AutoQos-VoIP-Input-Dscp-Policy
  class AutoQos-VoIP-Bearer-Dscp
   set qos-group 46
  class AutoQos-VoIP-Control-Dscp26
   set qos-group 26
  class AutoQos-VoIP-Control-Dscp24
   set qos-group 24
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!Note: For COS, Control traffic only has a single COS value of 3 (versus DSCP which has 2 
values to match).So, only 2 class-maps instead of 3 like above.

policy-map AutoQos-VoIP-Input-Cos-Policy
  class AutoQos-VoIP-Bearer-Cos
   set qos-group 46
  class AutoQos-VoIP-Control-Cos
   set qos-group 24

Policy Map AutoQos-4.0-Input-Policy
    Class AutoQos-4.0-VoIP
      set qos-group 32
    Class AutoQos-4.0-Broadcast-Vid
      set qos-group 32
    Class AutoQos-4.0-Realtime-Interact
      set qos-group 32
    Class AutoQos-4.0-Network-Ctrl
      set qos-group 16
    Class AutoQos-4.0-Internetwork-Ctrl
      set qos-group 16
    Class AutoQos-4.0-Signaling
      set qos-group 16
    Class AutoQos-4.0-Network-Mgmt
      set qos-group 16
    Class AutoQos-4.0-Multimedia-Conf
      set qos-group 34
    Class AutoQos-4.0-Multimedia-Stream
      set qos-group 26
    Class AutoQos-4.0-Transaction-Data
      set qos-group 18
    Class AutoQos-4.0-Bulk-Data
      set qos-group 10
    Class AutoQos-4.0-Scavenger
      set qos-group 8

  Policy Map AutoQos-4.0-Cisco-Phone-Input-Policy
    Class AutoQos-4.0-VoIP-Data-Cos
      set dscp ef
      set qos-group 32
     police cir 128000 bc 8000
       conform-action transmit
       exceed-action set-dscp-transmit cs1
       exceed-action set-cos-transmit 1
    Class AutoQos-4.0-VoIP-Signal-Cos
      set dscp cs3
      set qos-group 16
     police cir 32000 bc 8000
       conform-action transmit
       exceed-action set-dscp-transmit cs1
       exceed-action set-cos-transmit 1
    Class AutoQos-4.0-Default-Classify
      set dscp default
      set cos 0
     police cir 10000000 bc 8000
       conform-action transmit
       exceed-action set-dscp-transmit cs1
       exceed-action set-cos-transmit 1

Policy Map AutoQos-4.0-Cisco-Softphone-Input-Policy
    Class AutoQos-4.0-VoIP-Data
      set dscp ef
      set cos 5
      set qos-group 32
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     police cir 128000 bc 8000
       conform-action transmit
       exceed-action set-dscp-transmit cs1
       exceed-action set-cos-transmit 1
    Class AutoQos-4.0-VoIP-Signal
      set dscp cs3
      set cos 3
      set qos-group 16
     police cir 32000 bc 8000
       conform-action transmit
       exceed-action set-dscp-transmit cs1
       exceed-action set-cos-transmit 1
    Class AutoQos-4.0-Multimedia-Conf-Classify
      set dscp af41
      set cos 4
      set qos-group 34
     police cir 5000000 bc 8000
       conform-action transmit
       exceed-action drop
    Class AutoQos-4.0-Signaling-Classify
      set dscp cs3
      set cos 3
      set qos-group 16
     police cir 32000 bc 8000
       conform-action transmit
       exceed-action drop
    Class AutoQos-4.0-Transaction-Classify
      set dscp af21
      set cos 2
      set qos-group 18
     police cir 10000000 bc 8000
       conform-action transmit
       exceed-action set-dscp-transmit cs1
       exceed-action set-cos-transmit 1
    Class AutoQos-4.0-Bulk-Data-Classify
      set dscp af11
      set cos 1
      set qos-group 10
     police cir 10000000 bc 8000
       conform-action transmit
       exceed-action set-dscp-transmit cs1
       exceed-action set-cos-transmit 1
    Class AutoQos-4.0-Scavenger-Classify
      set dscp cs1
      set cos 1
      set qos-group 8
     police cir 10000000 bc 8000
       conform-action transmit
       exceed-action drop
    Class AutoQos-4.0-Default-Classify
      set dscp default
      set cos 0

  Policy Map AutoQos-4.0-Classify-Input-Policy
    Class AutoQos-4.0-Multimedia-Conf-Classify
      set dscp af41
      set cos 4
      set qos-group 34
    Class AutoQos-4.0-Signaling-Classify
      set dscp cs3
      set cos 3
      set qos-group 16
    Class AutoQos-4.0-Transaction-Classify
      set dscp af21
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      set cos 2
      set qos-group 18
    Class AutoQos-4.0-Bulk-Data-Classify
      set dscp af11
      set cos 1
      set qos-group 10
    Class AutoQos-4.0-Scavenger-Classify
      set dscp cs1
      set cos 1
      set qos-group 8
    Class AutoQos-4.0-Default-Classify
      set dscp default
      set cos 0

出力の照合に使用されるクラス マップは次のとおりです。

!Since we assigned matched traffic to a qos-group on input, 
!we only need to match the qos-group on output

!Note: Any other traffic not matched on input and assigned to a qos-group goes into the 
class-default queue

!for control traffic (CS3 and AF31)
class-map match-all AutoQos-VoIP-Control-QosGroup24
  match qos-group 24
class-map match-all AutoQos-VoIP-Control-QosGroup26
  match qos-group 26

!For phone to phone (Bearer EF) traffic 
class-map match-all AutoQos-VoIP-Bearer-QosGroup
  match qos-group 46

!For softphone
Class Map match-any AutoQos-4.0-Scavenger-Queue (id 24)
   Match qos-group 8
   Match   dscp cs1 (8)
Class Map match-all AutoQos-4.0-Priority-Queue (id 3)
   match qos-group 32
Class Map match-all AutoQos-4.0-Control-Mgmt-Queue (id 28)
   Match qos-group 16
Class Map match-all AutoQos-4.0-Multimedia-Conf-Queue (id 10)
   Match qos-group 34
Class Map match-all AutoQos-4.0-Multimedia-Stream-Queue (id 5)
   Match qos-group 26
Class Map match-all AutoQos-4.0-Trans-Data-Queue (id 30)
   Match qos-group 18
Class Map match-all AutoQos-4.0-Bulk-Data-Queue (id 17)
   Match qos-group 10
!These classes are required by all SRND4 clis
class-map match-all AutoQos-4.0-Priority-Queue
      match qos-group 32
    class-map match-all AutoQos-4.0-Control-Mgmt-Queue
      match qos-group 16
    class-map match-all AutoQos-4.0-Multimedia-Conf-Queue
      match qos-group 34
    class-map match-all AutoQos-4.0-Multimedia-Stream-Queue
      match qos-group 26
    class-map match-all AutoQos-4.0-Trans-Data-Queue
      match qos-group 18
    class-map match-all AutoQos-4.0-Bulk-Data-Queue
            match qos-group 10
    class-map match-any AutoQos-4.0-Scavenger-Queue
      match qos-group 8
      match dscp cs1
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出力ポリシー マップは、次のとおりです。

!Each class maps to a different qos-group with 
!class-default taking any traffic not assigned to a qos-group

!Note: in this example, the outbound policy map drops voice packets when the priority 
queue exceeds 33% utilization of the link.Each deployment must establish their own upper 
bound for voice packets.

policy-map AutoQos-VoIP-Output-Policy
  class AutoQos-VoIP-Bearer-QosGroup
   set dscp ef
   set cos 5
   priority
   police cir percent 33
  class AutoQos-VoIP-Control-QosGroup26
   set dscp af31
   set cos 3
   bandwidth remaining percent 5
  class AutoQos-VoIP-Control-QosGroup24
   set dscp cs3
   set cos 3
   bandwidth remaining percent 5
  class class-default
   dbl

（注） デフォルトの CoS と DSCP または dscp と cos のマッピングはありません。値は、トランクに

対して明示的に設定する必要があります。

Policy Map AutoQos-4.0-Output-Policy
    Class AutoQos-4.0-Scavenger-Queue
      bandwidth remaining percent 1
    Class AutoQos-4.0-Priority-Queue
      priority
     police cir percent 30 bc 33 ms
       conform-action transmit
       exceed-action drop
    Class AutoQos-4.0-Control-Mgmt-Queue
      bandwidth remaining percent 10
    Class AutoQos-4.0-Multimedia-Conf-Queue
      bandwidth remaining percent 10
    Class AutoQos-4.0-Multimedia-Stream-Queue
      bandwidth remaining percent 10
    Class AutoQos-4.0-Trans-Data-Queue
      bandwidth remaining percent 10
      dbl
    Class AutoQos-4.0-Bulk-Data-Queue
      bandwidth remaining percent 4
      dbl
    Class class-default
      bandwidth remaining percent 25
      dbl

3 つのポリシー マップは次のように定義されます。

• policy-map AutoQos-VoIP-Input-Dscp-Policy

このポリシー マップは、Auto-QoS がポート上で設定されるとき、レイヤ 3 インターフェイス（ネ

イバー スイッチへのアップリンク接続など）に入力サービス ポリシーとして適用されます。

• policy-map AutoQos-VoIP-Input-Cos-Policy
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このポリシー マップは、アップリンク接続または Cisco IP Phone にフックされたポートのいずれ

かの、レイヤ 2 インターフェイスに入力サービス ポリシーとして適用されます。

• policy-map AutoQos-VoIP-Output-Policy

このポリシー マップは、Auto-QoS が設定されている任意のポートの出力ポリシーとして適用さ

れ、トラフィックが音声データか制御トラフィックかに従ってポート上で出力トラフィックを管理

するポリシーを確立します。

入力ポリシー マップの目的は、音声データまたは制御トラフィック識別し、マーク付けしながらス

イッチを通過させることです。出力ポリシー マップは、入力時に発生するマーク付けでパケットに一

致させ、帯域幅、ポリシングまたはプライオリティ キューイングなどの出力パラメータを適用します。

スイッチ対スイッチの接続の場合、インターフェイス上での入力および出力サービス ポリシーの適用

には、[no] auto qos voip trust コマンドが使用されます。

service-policy input AutoQos-VoIP-Input-Cos-Policy

または 

service-policy input AutoQos-VoIP-Input-Dscp-Policy

および

service-policy output AutoQos-VoIP-Output-Policy

入力ポリシーの選択は、ポートがレイヤ 2 かレイヤ 3 かに依存します。レイヤ 2 の場合、ポリシーは、

受信したパケットの Cos 設定を信頼します。レイヤ 3 ポートの場合、パケットに含まれる DSCP 値に

依存します。

電話接続ポートの場合、ポートへの次のサービス ポリシーの適用には、[no] auto qos voice 
cisco-phone コマンドが使用されます。

qos trust device cisco-phone

service-policy input AutoQos-VoIP-Input-Cos-Policy

および

service-policy output AutoQos-VoIP-Output-Policy

ここでは、Cisco IP Phone を認識する信頼境界が確立され、電話からのパケットの CoS 設定を信頼し

ます。Cisco IP Phone が検出されない場合、CoS フィールドは無視され、パケットは音声トラフィック

として分類されません。Cisco Phone が検出されると、パケット内の CoS 値に基づいて入力パケットに

マークが付けられます。このマーキングは、出力で適切なトラフィック分類と処理のために使用されま

す。

auto qos srnd4：新しい auto qos コマンドがインターフェイスで設定されたときに生成され、新しい設

定を生成するためにレガシー CLI から移行します。この CLI は、移行時に、1 つ以上のインターフェ

イスでレガシー auto-QoS がイネーブルになっている場合にだけ、グローバル設定を生成します。

auto qos video：信頼できないインターフェイスの QoS 設定を生成します。これは、信頼できないデス

クトップおよびデバイスからのトラフィックを分類し、それに従ってマークを付けるためのサービスポ

リシーを組み込んでいます。

auto qos void cisco-softphone：Cisco IP SoftPhone アプリケーションを実行している PC に接続された

インターフェイスの QoS 設定を生成し、このようなインターフェイスから生じたポリシング トラ

フィックとしてマークを付けます。この CLI で設定されたポートは、信頼できないと見なされます。

auto qos classify：信頼できないインターフェイスの QoS 設定を生成します。これは、信頼できないデ

スクトップまたはデバイスから生じるトラフィックを分類し、それに従ってマークを付けるためのサー

ビスポリシーを適用します。生成されたサービス ポリシーは、ポリシングされません。
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音声インターフェイスの設定

この章では、Catalyst 4500 シリーズ スイッチの音声インターフェイスを設定する方法について説明し

ます。

この章の主な内容は、次のとおりです。

• 「音声インターフェイスについて」（P.41-1）

• 「Cisco 7960 IP Phone への接続用のポートの設定」（P.41-3）

• 「音声およびデータ トラフィック用の音声ポートの設定」（P.41-3）

• 「着信フレームの CoS プライオリティの変更」（P.41-5）

• 「電力の設定」（P.41-5）

（注） この章で使用するスイッチ コマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL で『Cisco 
Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』と関連資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products//hw/switches/ps4324/index.html

『Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』に掲載されていないコマンドについては、より詳

細な Cisco IOS ライブラリを参照してください。次の URL でCisco IOS コマンド リファレンスと関連

資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html

音声インターフェイスについて
Catalyst 4500 シリーズ スイッチは、Cisco 7960 IP Phone に接続して、IP 音声トラフィックを伝送し

ます。必要に応じて、Cisco 7960 IP Phone に接続する回路に電力を供給します。

データ伝送が均質性に欠ける場合、IP Phone の音質が低下することがあります。そのため、このス

イッチでは、IEEE（米国電気電子学会）802.1p サービス クラス（CoS）に基づく QoS（Quality of 
Service）をサポートしています。QoS は、分類およびスケジューリングを使用して、スイッチからの

ネットワーク トラフィックを予測可能な方法で伝送します。QoS の詳細については、第 40 章
「Quality of Service の設定」を参照してください。

Cisco 7960 IP Phone は、802.1p プライオリティに基づいてトラフィックを伝送するように設定できま

す。CLI を使用して、Cisco 7960 IP Phone によって割り当てられたトラフィック プライオリティを信

頼または無視するように Catalyst 4500 シリーズ スイッチを設定できます。

http://www.cisco.com/en/US/products//hw/switches/ps4324/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html
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音声インターフェイスについて

Cisco 7960 IP Phone には、統合 3 ポート 10/100 スイッチが装備されています。これらのポートは、次

の装置への接続専用です。

• ポート 1 は、Catalyst 4500 シリーズ スイッチまたは他の Voice over IP（VoIP）装置に接続しま

す。

• ポート 2 は内部 10/100 インターフェイスで、IP Phone のトラフィックを伝送します。

• ポート 3 は、PC または他のデバイスに接続します。

図 41-1 に、Cisco 7960 IP Phone の接続方法を示します。

図 41-1 Catalyst 4500 シリーズ スイッチに接続されている Cisco 7960 IP Phone

Cisco IP Phone の音声トラフィック

Cisco IP Phone と接続するアクセス ポートを、1 つの VLAN は音声トラフィック用に、もう 1 つの 
VLAN は Cisco IP Phone に接続しているデバイスからのデータ トラフィック用に使用するように設定

できます。スイッチ上のアクセス ポートを設定して、Cisco Discovery Protocol（CDP）パケットを送

信させることができます。CDP には、接続する IP Phone に対して、次のいずれかの方法でスイッチに

音声トラフィックを送信するように指定します。

• レイヤ 2 CoS プライオリティ値のタグ付き音声 VLAN による送信

• レイヤ 2 CoS プライオリティ値のタグ付きアクセス VLAN による送信

• タグなし（レイヤ 2 CoS プライオリティ値なし）のアクセス VLAN による送信

（注） いずれの設定でも、音声トラフィックはレイヤ 3 IP precedence 値（音声トラフィックはデフォルトで 
5、音声制御トラフィックは 3）を伝送します。

Cisco IP Phone のデータ トラフィック

スイッチは、Cisco IP Phone のアクセス ポートに接続されたデバイスから送られた、タグ付きデータ 
トラフィック（IEEE 802.1Q または IEEE 802.1p フレーム タイプのトラフィック）を処理することも

できます。図 41-1 を参照してください。スイッチ上のレイヤ 2 アクセス ポートが、CDP パケットを

送信するように設定できます。CDP は、接続する IP Phone に、次のいずれかのモードで IP Phone上の

アクセス ポートを設定するように指定します。

• trusted（信頼性がある）モードでは、Cisco IP Phone 上のアクセス ポートを使用して受信したす

べてのトラフィックがそのまま IP Phone を使用して通過します。

• untrusted（信頼性がない）モードでは、Cisco IP Phone 上のアクセス ポートを使用して受信した 
IEEE 802.1Q または IEEE 802.1p フレームのすべてのトラフィックが、設定されたレイヤ 2 CoS 
値を受信します。デフォルトのレイヤ 2 CoS 値は 0 です。untrusted（信頼性がない）モードがデ

フォルト設定です。

IP PhoneCatalyst 4500  
PC

10
52

47

IP
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Cisco 7960 IP Phone への接続用のポートの設定

（注） Cisco IP Phone に接続されたデバイスからのタグなしトラフィックは、IP Phone のアクセス ポートの

信頼状態に関係なく、そのまま IP Phone を使用して通過します。

Cisco 7960 IP Phone への接続用のポートの設定
Cisco 7960 IP Phone は、PC または他の装置との接続にも対応しているため、Catalyst 4500 シリーズ 
スイッチを Cisco 7960 IP Phone に接続するインターフェイスは、音声およびデータ トラフィックを一

緒に伝送します。

Cisco 7960 IP Phoneに接続されるポートの設定は、次の 3 つがあります。

• ポートのデフォルトの CoS プライオリティに基づいてすべてのトラフィックを送信します。これ

はデフォルトです。

• 音声トラフィックには電話によって高いプライオリティが与えられ（CoS プライオリティは常に 
5）、すべてのトラフィックが同じ Virtual LAN（VLAN; 仮想 LAN）内にあります。

• 音声およびデータ トラフィックは個別の VLAN で伝送されます。

音声トラフィックに高いプライオリティを与え、すべてのトラフィックを 802.1Q ネイティブ VLAN 
を使用して伝送するように電話に指示するポートを設定するには、次の作業を行います。

音声およびデータ トラフィック用の音声ポートの設定
音声およびデータ トラフィックは同じ音声ポートを使用して移動するので、トラフィック タイプごと

に個別に VLAN を指定する必要があります。異なる VLAN で音声およびデータ トラフィックを伝送

するようにスイッチ ポートを設定できます。

（注） 音声 VLAN にスティッキ ポート セキュリティを設定する場合は、「音声ポート上のポート セキュリ

ティの設定」（P.47-22）を参照してください。

（注） 音声 VLAN で 802.1X を使用する場合は、「音声 VLAN ポートを使用した 802.1X 認証の利用」

（P.44-23）を参照してください。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# interface {fastethernet | 
gigabitethernet} slot/port 

設定するインターフェイスを指定します。

ステップ 3 Switch(config-if)# switchport voice vlan dot1p 音声トラフィックに 802.1p プライオリティ タギングを使

用し、VLAN 1（デフォルトのネイティブ VLAN）を使用

してすべてのトラフィックを伝送するようにスイッチを設

定します。

ステップ 4 Switch(config-if)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 Switch# show interface {fastethernet | 
gigabitethernet} slot/port switchport

ポートの設定を確認します。
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音声およびデータ トラフィック用の音声ポートの設定

Cisco IP Phone からの音声トラフィックおよびデータ トラフィックを異なる VLAN で受信するように

ポートを設定するには、次の作業を行います。

次に、VLAN 1 がデータトラフィックを伝送し、VLAN 2 が音声トラフィックを伝送する例を示しま

す。この設定では、すべての Cisco IP Phone および他の音声関連装置を VLAN 2 に属するスイッチ 
ポートに接続する必要があります。

Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)# interface fastEthernet 3/1
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport voice vlan 2
Switch(config-if)# switchport access vlan 3
Switch(config-if)# end
Switch# show interfaces fastEthernet 3/1 switchport
Name: Fa3/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: static access
Operational Mode: static access
Administrative Trunking Encapsulation: negotiate
Operational Trunking Encapsulation: native
Negotiation of Trunking: Off
Access Mode VLAN: 3 (VLAN0003)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Administrative Native VLAN tagging: enabled
Voice VLAN: 2 (VLAN0002)
Administrative private-vlan host-association: none
Administrative private-vlan mapping: none
Administrative private-vlan trunk native VLAN: none
Administrative private-vlan trunk Native VLAN tagging: enabled
Administrative private-vlan trunk encapsulation: dot1q
Administrative private-vlan trunk normal VLANs: none
Administrative private-vlan trunk private VLANs: none
Operational private-vlan: none
Trunking VLANs Enabled: ALL
Pruning VLANs Enabled: 2-1001
Capture Mode Disabled
Capture VLANs Allowed: ALL
Unknown unicast blocked: disabled

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# interface {fastethernet | 
gigabitethernet} slot/port 

設定するインターフェイスを指定します。

ステップ 3 Switch(config-if)# switchport mode access インターフェイスをアクセス ポートとして設定します。

音声 VLAN は、アクセス ポート上でのみアクティブにな

ります。

ステップ 4 Switch(config-if)# switchport voice vlan 
vlan_num

すべての音声トラフィックを指定された VLAN を通じて

伝送するように Cisco IP Phone を設定します。Cisco IP 
Phone は、802.1p プライオリティ 5 でトラフィックを伝

送します。

ステップ 5 Switch(config-if)# switchport access vlan 
data_vlan_num

ポート上でアクセス VLAN（データ VLAN）を設定しま

す。

ステップ 6 Switch(config-if)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 7 Switch# show interface {fastethernet | 
gigabitethernet} slot/port switchport

設定を確認します。



41-5
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-25340-01-J

第 41 章      音声インターフェイスの設定

着信フレームの CoS プライオリティの変更

Unknown multicast blocked: disabled
Appliance trust: none
Switch#

着信フレームの CoS プライオリティの変更
PC またはその他のデータ装置を Cisco 7960 IP Phone ポートに接続できます。PC は、CoS 値が割り当

てられたパケットを生成できます。また、必要に応じて、スイッチの CLI を使用し、接続先装置から 
IP Phone ポートに着信したフレームのプライオリティを上書きできます。ポートに着信したフレーム

のプライオリティを受け入れる（信頼する）ように IP Phone ポートを設定することもできます。

Cisco 7960 IP Phone の非音声ポートから受信した CoS プライオリティ設定を上書きするには、次の作

業を行います。

電力の設定
Catalyst 4500 シリーズ スイッチは、Cisco 7960 IP Phone に接続しているかどうかを検知できます。回

路に電力がない場合は、Catalyst 4500 シリーズ スイッチが Cisco 7960 IP Phone に Power over 
Ethernet（PoE）を供給します。Cisco 7960 IP Phone が AC 電源に接続して、音声回路に独自の電力を

供給することもできます。回路上に電力がある場合は、スイッチは電力を供給しません。

Cisco 7960 IP Phone に電力を供給しないようにスイッチを設定し、検知メカニズムをディセーブルに

できます。Cisco 7960 IP Phone への PoE の供給に使用する CLI コマンドについては、第 13 章
「Power over Ethernet（PoE）の設定」を参照してください。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# interface {fastethernet | 
gigabitethernet} slot/port 

設定するインターフェイスを指定します。

ステップ 3 Switch(config-if)# [no] qos trust extend cos 3 PC または接続先装置から受信したプライオリティを上書

きして、受信データをプライオリティ 3 で転送するように 
IP Phone ポートを設定します。

ポートをデフォルト設定に戻すには、no キーワードを使

用します。

ステップ 4 Switch(config-if)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 Switch# show interface {fastethernet | 
gigabitethernet} slot/port switchport

変更を確認します。
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電力の設定
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42 
プライベート VLAN の設定

この章では、Catalyst 4500 シリーズ スイッチ上の Private VLAN（PVLAN; プライベート VLAN）に

ついて説明します。また、注意事項、手順、設定例についても示します。

この章の主な内容は、次のとおりです。

• 「プライベート VLAN の概要」（P.42-1）

• 「PVLAN コマンド」（P.42-10）

• 「PVLAN の設定」（P.42-11）

（注） この章で使用するスイッチ コマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL で『Cisco 
Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』と関連資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products//hw/switches/ps4324/index.html

『Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』に掲載されていないコマンドについては、より詳

細な Cisco IOS ライブラリを参照してください。次の URL でCisco IOS コマンド リファレンスと関連

資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html

プライベート VLAN の概要
プライベート VLAN（PVLAN）機能を使用すると、サービス プロバイダーが VLAN を使用したとき

に直面する 2 つの問題に対処できます。

• スイッチがサポートするアクティブ VLAN は 大で 4094 です。サービス プロバイダーが 1 カス

タマーあたり 1 つの VLAN を割り当てる場合、サービス プロバイダーがサポートできるカスタ

マー数はこれに制限されます。

• IP ルーティングをイネーブルにするには、各 VLAN にサブネット アドレス空間またはアドレス ブ
ロックを割り当てますが、これにより、未使用の IP アドレスが無駄になり、IP アドレスの管理に

問題が起きます。

PVLAN を設定するには、次の各項の概念を理解しておく必要があります。

• 「PVLAN の目的」（P.42-2）

• 「PVLAN の用語」（P.42-3）

• 「複数のスイッチにわたる PVLAN」（P.42-5）

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html
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プライベート VLAN の概要

• 「ギガビット EtherChannel での PVLAN モード」（P.42-8）

• 「PVLAN と他の機能との相互作用」（P.42-8）

PVLAN の目的

PVLAN の使用により、サービス プロバイダーにはスケーラビリティと IP アドレス管理上の利点がも

たらされ、顧客にはレイヤ 2 セキュリティが提供されます。PVLAN は、通常の VLAN ドメインをサ

ブドメインに分割します。サブドメインは、プライマリ VLAN とセカンダリ VLAN のペアで表されま

す。PVLAN には複数の VLAN ペアを設定可能で、各サブドメインにつき 1 ペアになります。PVLAN 
内のすべての VLAN ペアは同じプライマリ VLAN を共有します。セカンダリ VLAN ID は、各サブド

メインの区別に使用されます。図 42-1 を参照してください。

図 42-1 プライベート VLAN ドメイン

セカンダリ VLAN には、次の 3 種類があります。

• 独立 VLAN：独立 VLAN 内のポートは、レイヤ 2 レベルでは相互に通信できません。

• コミュニティ VLAN：コミュニティ VLAN 内のポートは互いに通信できますが、レイヤ 2 レベル

にある他のコミュニティ内のポートとは通信できません。

• 双方向コミュニティ VLAN：双方向 VLAN。双方向コミュニティ VLAN 内のポートは互いに通信

できますが、レイヤ 2 レベルのコミュニティまたは双方向コミュニティとは通信できません。

（注） Cisco IOS Release 15.0(2) SG 以降では、双方向コミュニティ VLAN を使用して、双方向のコ

ミュニティ単位またはカスタマー単位の両方で、VACL または QoS を適用できます。
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プライベート VLAN の概要

無差別ポートが扱えるのは、1 つのプライマリ VLAN、1 つの独立 VLAN、および複数のコミュニティ

（または双方向コミュニティ）VLAN だけです。レイヤ 3 ゲートウェイは通常無差別ポートを介してス

イッチに接続されています。

スイッチ環境では、個々の PVLAN とアソシエートされている IP サブネットを、各エンド ステーショ

ンやエンド ステーションの共通グループに割り当てることができます。PVLAN の外部と通信するに

は、エンド ステーションでは、デフォルト ゲートウェイのみと通信する必要があります。

PVLAN を使用すると、次のようにエンド ステーションへのアクセスを制御できます。

• エンド ステーションに接続されているインターフェイスを選択して独立ポートとして設定し、レ

イヤ 2 の通信をしないようにします。たとえば、エンド ステーションがサーバの場合、この設定

によりサーバ間のレイヤ 2 通信ができなくなります。

• デフォルト ゲートウェイおよび選択した端末（バックアップ サーバなど）に接続するインター

フェイスを無差別ポートとして設定して、すべての端末をデフォルト ゲートウェイにアクセスさ

せることができます。

• VLAN および IP サブネット内のトラフィック量を減らせば、端末が同じ VLAN および IP サブ

ネット内にある場合でも端末間のトラフィックを防止できます。

無差別ポートを使用すると、さまざまなデバイスを PVLAN への「アクセス ポイント」として接

続できます。たとえば、無差別ポートを LocalDirector のサーバ ポートに接続して、サーバに独立 
VLAN または多数のコミュニティ（または双方向コミュニティ）VLAN を接続できます。

LocalDirector は、独立 VLAN、コミュニティ VLAN、または双方向コミュニティ VLAN 内にあ

るサーバのロード バランシングを行います。混合モード ポートを使用して、管理ワークステー

ションからすべての PVLAN サーバのモニタまたはバックアップを行うことも可能です。

PVLAN の用語

次の表では、この章で使用する主な用語を定義します。

用語 定義

PVLAN プライマリ ID を共有し、ポート間をレイヤ 2 で分離しなが

ら 1 つのレイヤ 3 ルータ ポートおよび IP サブネットを共有

するメカニズムを提供する VLAN ペアのセット。

セカンダリ VLAN PVLAN を実装するために使用する VLAN の種類。プライ

マリ VLAN に関連付けられており、ホストから他の許容ホ

ストおよびルータにトラフィックを送信します。

コミュニティ ポート コミュニティ セカンダリ VLAN に属するホスト ポート。

コミュニティ ポートは、同じコミュニティ VLAN にある

他のポートおよび無差別ポートと通信します。これらのイ

ンターフェイスは、他のコミュニティの他のすべてのイン

ターフェイスおよび PVLAN 内の独立ポートとレイヤ 2 で
分離されます。

コミュニティ VLAN コミュニティ VLAN：コミュニティ VLAN は、アップス

トリーム トラフィックをコミュニティ ポートから無差別

ポート ゲートウェイおよび同じコミュニティ内の他のホス

ト ポートに伝送するセカンダリ VLAN です。1 つの 
PVLAN 内に複数のコミュニティ VLAN を設定できます。
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プライベート VLAN の概要

独立ポート 独立セカンダリ VLAN に属するホスト ポート。これは、

無差別ポートを除く、同じ PVLAN 内の他のポートからレ

イヤ 2 で完全に分離されています。PVLAN は、無差別

ポートからのトラフィックを除き、独立ポート宛のトラ

フィックをすべてブロックします。独立ポートから受信さ

れたトラフィックは、無差別ポートのみに転送されます。

独立 VLAN 独立 VLAN：PVLAN の独立 VLAN は 1 つだけです。独立 
VLAN は、ホストから無差別ポートに単方向アップスト

リーム トラフィックを伝送するセカンダリ VLAN です。

プライマリ VLAN プライマリ VLAN：PVLAN には、プライマリ VLAN を 1 
つだけ設定できます。PVLAN 内のすべてのポートは、プ

ライマリ VLAN のメンバです。プライマリ VLAN は、無

差別ポートからの単一方向トラフィックのダウンストリー

ムを、（独立およびコミュニティ）ホスト ポートおよび他

の無差別ポートへ伝送します。

プライベート VLAN トランク ポート PVLAN トランク ポートは、複数のセカンダリ（独立のみ）

PVLAN および非 PVLAN を伝送します。パケットは、

PVLAN トランク ポートでセカンダリ VLAN タグまたは通

常の VLAN タグとともに送受信されます。

（注） IEEE 802.1Q カプセル化方式のみサポートされてい

ます。

無差別ポート 無差別ポートはプライマリ VLAN に属し、すべてのイン

ターフェイスと通信できます。これらのインターフェイス

には、コミュニティおよび独立ホスト ポートと、PVLAN 
に関連付けられたセカンダリ VLAN に属する PVLAN トラ

ンク ポートが含まれます。

無差別トランク ポート 無差別トランク ポートは、複数のプライマリ VLAN およ

び通常の VLAN を伝送します。プライマリ VLAN タグま

たは通常の VLAN タグを持つパケットが送受信されます。

これ以外は、ポートは無差別アクセス ポートと同じように

動作します。

（注） IEEE 802.1Q カプセル化方式のみサポートされてい

ます。

双方向コミュニティ ポート 双方向コミュニティ ポートは、双方向コミュニティ セカン

ダリ VLAN に属するホスト ポートです。双方向コミュニ

ティ VLAN 内のポートは互いに通信できますが、レイヤ 2 
レベルの他のコミュニティまたは双方向コミュニティの

ポートとは通信できません。

これらのインターフェイスは、他の双方向コミュニティの

他のすべてのインターフェイスおよび PVLAN 内の独立

ポートとレイヤ 2 で分離されます。

双方向コミュニティ VLAN 双方向 VLAN。双方向コミュニティ VLAN 内のポートは

互いに通信できますが、レイヤ 2 レベルの他の双方向コ

ミュニティのポートとは通信できません。

用語 定義
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プライベート VLAN の概要

複数のスイッチにわたる PVLAN
ここでは、次の内容について説明します。

• 「標準トランク ポート」（P.42-5）

• 「独立 PVLAN トランク ポート」（P.42-6）

• 「無差別 PVLAN トランク ポート」（P.42-7）

標準トランク ポート

通常の VLAN と同様に、PVLAN を複数のスイッチにまたがるように設定できます。トランク ポート

はプライマリ VLAN およびセカンダリ VLAN を隣接スイッチに伝送します。トランク ポートは 
PVLAN を他の VLAN として扱います。複数のスイッチにまたがる PVLAN の機能の場合、スイッチ 
A にある独立ポートからのトラフィックはスイッチ B に到達しません。図 42-2 を参照してください。

PVLAN 設定のセキュリティを確保して、PVLAN として設定された VLAN が他の目的に使用されな

いように、PVLAN ポートのないデバイスを含むすべての中間デバイスの PVLAN を設定します。

（注） トランク ポートは、通常の VLAN からのトラフィックだけでなく、プライマリ VLAN、独立 VLAN、

コミュニティ VLAN または双方向コミュニティ VLAN からのトラフィックも伝送します。

（注） トランキングを実行するスイッチが両方とも PVLAN をサポートする場合は、標準トランク ポートを

使用します。

図 42-2 スイッチ間の PVLAN
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プライベート VLAN の概要

VTP は PVLAN をサポートしないので、レイヤ 2 ネットワーク内のすべてのスイッチに PVLAN を手

動で設定する必要があります。ネットワーク内の一部のスイッチにプライマリおよびセカンダリ 
VLAN の関連を設定しない場合、これらのスイッチのレイヤ 2 データベースは統合されません。これ

により、これらのスイッチにプライベート VLAN トラフィックの不要なフラッディングが発生する可

能性があります。

（注） PVLAN はサーバ モードで VTP v3 でサポートされます。

独立 PVLAN トランク ポート

PVLAN 独立ホスト ポートを使用して、通常の VLAN を複数伝送するか、複数の PVLAN ドメインで 
VLAN を複数伝送する場合、独立 PVLAN トランク ポートを使用します。これは、PVLAN をサポー

トしないダウンストリーム スイッチ（Catalyst 2950 など）を接続する場合に役立ちます。

図 42-3 独立 PVLAN トランク ポート

この図では、PVLAN をサポートしないダウンストリーム スイッチの接続に Catalyst 4500 スイッチが

使用されています。

ルータから host1 へのダウン ストリーム方向に送信されるトラフィックは、無差別ポートとプライマ

リ VLAN（VLAN 10）の Catalyst 4500 シリーズ スイッチによって受信されます。次に、パケットは

独立 PVLAN トランクからスイッチングされます。これらは、プライマリ VLAN（VLAN 10）でタグ

付けされず、独立 VLAN のタグ（VLAN 11）とともに送信されます。このように、パケットが非 
PVLAN スイッチに着信すると、宛先ホストのアクセス ポートにブリッジングされます。
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プライベート VLAN の概要

アップストリーム方向のトラフィックは、host1 から非 PVLAN スイッチへ送信され、VLAN 11 に着

信します。その後、パケットは、トランク ポート経由でこの VLAN（VLAN 11）のタグにタグ付けさ

れるスイッチに送信されます。VLAN 11 が独立 VLAN として設定され、トラフィックは独立ホスト 
ポートから送信されたかのように転送されます。

（注） このように独立トランクを使用すると、Catalyst 4500 シリーズ スイッチは独立トランクと直接接続し

ているホスト（host3 など）とを分離することができますが、非 PVLAN スイッチに接続しているホス

ト（host1 および host2 など）を分離することはできません。非 PVLAN スイッチは、Catalyst 2950 の
保護ポートなどの機能を使用して、ホスト間の分離を提供する必要があります。

保護ポートの詳細については、次の URL を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst2950/software/release/12.1_22_ea11x/configura
tion/guide/swtrafc.html#wp1158863

無差別 PVLAN トランク ポート

PVLAN 無差別トランクが使用されるのは、一般的には PVLAN 無差別ホスト ポートを使用する場合

ですが、通常の VLAN を複数伝送するか、複数の PVLAN ドメインで VLAN を複数伝送する必要があ

る場合です。これは、Cisco 7200 などの PVLAN をサポートしないアップストリーム ルータを接続す

る場合に役立ちます。

図 42-4 無差別 PVLAN トランク ポート

図 42-4 で、Catalyst 4500 シリーズ スイッチは、PVLAN をサポートしないアップストリーム ルータ

に PVLAN ドメインを接続します。host1 によってアップストリームに送信されるトラフィックは、コ

ミュニティ VLAN（VLAN 12）のスイッチに到着します。このトラフィックは、ルータに向かう無差

別 PVLAN トランクにブリッジされる場合、プライマリ VLAN（VLAN 10）でタグ付けされます。こ

のようにして、トラフィックは、ルータで設定された正しいサブインターフェイスを使用してルーティ

ングできます。

ダウンストリーム方向のトラフィックは、無差別ホスト ポートによって受信された場合と同様に、プ

ライマリ VLAN（VLAN 10）内のスイッチによって無差別 PVLAN トランク ポート上で受信されま

す。そして、PVLAN ドメイン内にあるかのように、宛先ホストにブリッジングされます。
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プライベート VLAN の概要

PVLAN 無差別トランクは、VLAN QoS と相互に作用します。「PVLAN と VLAN ACL/QoS」
（P.42-9）を参照してください。

ギガビット EtherChannel での PVLAN モード

Cisco IOS Release 15.0(2) SG 以降では、EtherChannel での PVLAN モードを設定できます。次のよう

な新しいモードがあります。

• ホスト モード：独立、コミュニティ、および双方向コミュニティ

• 無差別モード

• セカンダリ独立トランク

• 無差別トランク

ポートの処理プロセスは変更されていません。PVLAN モードは、アクセス、トランク、ルーテッド、

トンネル化など、既存のモードに追加されます。

次のような機能の相互対話があります。

• プライマリ VLAN には複数のコミュニティ VLAN および双方向コミュニティ VLAN を関連付け

できますが、独立 VLAN は 1 つだけです。

• 独立 VLAN、コミュニティ VLAN、または双方向コミュニティ VLAN には、1 つのプライマリ 
VLAN のみを関連付けることができます。

• PVLAN の設定で使用された PVLAN を削除すると、この PVLAN に関連付けられた PVLAN ポー

トは非アクティブになります。

• 無差別トランク ポートのデフォルト ネイティブ VLAN は VLAN 1（管理 VLAN）です。タグの

ないパケットはすべてネイティブ VLAN で転送されます。プライマリ VLAN または通常の 
VLAN をネイティブ VLAN として設定できます。

• デフォルトのネイティブ VLAN 設定は、独立セカンダリ トランクにはありません。ネイティブ 
VLAN が設定されていない場合、すべてのタグなしパケットはドロップされます。

• PVLAN トランク上では、コミュニティ PVLAN と双方向コミュニティ VLAN を伝播または伝送

できません。

• IGMP スヌーピングでは、IGMP レポートがプライマリ VLAN で学習され、プライマリまたはセ

カンダリ VLAN でパケットを転送する必要があるかどうかがプラットフォームで決定されます。

EtherChannel での PVLAN 設定の詳細については、「PVLAN over EtherChannel の設定」（P.42-24）の

項を参照してください。

PVLAN と他の機能との相互作用

PVLAN には、次のように他の機能と相互作用があります。

• 「PVLAN と VLAN ACL/QoS」（P.42-9）

• 「PVLAN と、ユニキャスト、ブロードキャスト、およびマルチキャスト トラフィック」（P.42-9）

• 「PVLAN と SVI」（P.42-10）

• 「PVLAN 上での仮想ポート単位の errdisable」（P.42-10）

詳細については、「PVLAN 設定時の注意事項および制約事項」（P.13）を参照してください。
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プライベート VLAN の概要

PVLAN と VLAN ACL/QoS

PVLAN ポートは、次のようにプライマリおよびセカンダリ VLAN を使用します。

• PVLAN ホスト ポートで受信されたパケットは、セカンダリ VLAN に属します。

• セカンダリ VLAN によりパケットにタグが設定されている場合、またはパケットのタグが解除さ

れ、ポートのネイティブ VLAN がセカンダリ VLAN の場合、PVLAN トランク ポートで受信され

たパケットはセカンダリ VLAN に属します。

PVLAN ホストまたはトランク ポートで受信され、セカンダリ VLAN に割り当てられているパケット

は、セカンダリ VLAN 上でブリッジングされます。このブリッジングにより、セカンダリ VLAN 
ACL（アクセス コントロール リスト）と（入力方向の）セカンダリ VLAN QoS（Quality of Service）
が適用されます。

パケットが PVLAN ホストまたはトランク ポートから送信される場合、パケットは論理的にはプライ

マリ VLAN に属します。この関係は、セカンダリ VLAN によるタグ付けが PVLAN 用であった場合に

も適用されます。この状況では、出力時のプライマリ VLAN ACL およびプライマリ VLAN QoS がパ

ケットに適用されます。

• 同様に、PVLAN 無差別アクセス ポートで受信されるパケットもプライマリ VLAN に属します。

• 着信 VLAN によっては、PVLAN 無差別トランク ポートで受信されるパケットがプライマリ 
VLAN または通常の VLAN に属することもあります。

無差別トランク ポートに着信する、通常の VLAN へのトラフィックの場合、通常の VLAN ACL およ

び QoS ポリシーが適用されます。PVLAN ドメインへのトラフィックの場合、無差別ポートで受信す

るパケットはプライマリ VLAN にブリッジングされます。入力ではプライマリ VLAN ACL および 
QoS ポリシーが適用されます。

双方向コミュニティ ホスト ポートの出力トラフィックで、セカンダリ VLAN ACL とセカンダリ 
VLAN QoS は、統合ルータ ポートから生じる出力ユニキャスト ルーテッド トラフィックに適用され

ます。

パケットが無差別トランク ポートから送信される場合、セカンダリ ポートから受信されたパケットで

あればセカンダリ VLAN に論理的に属し、別の無差別ポートからブリッジングされたパケットであれ

ばプライマリ VLAN に属します。パケットは区別できないので、無差別トランク ポートから出力する

パケットについては、VLAN QoS ポリシーはすべて無視されます。

PVLAN と、ユニキャスト、ブロードキャスト、およびマルチキャスト トラフィック

通常の VLAN では、同じ VLAN にあるデバイスはレイヤ 2 レベルで互いに通信しますが、別の 
VLAN にあるインターフェイスに接続されたデバイスとはレイヤ 3 レベルで通信する必要があります。

PVLAN では、無差別ポートはプライマリ VLAN のメンバで、ホスト ポートはセカンダリ VLAN に属

しています。セカンダリ VLAN はプライマリ VLAN に対応付けられているため、これらの VLAN の
メンバーはレイヤ 2 レベルで互いに通信できます。

通常の VLAN では、ブロードキャストはその VLAN のすべてのポートに転送されます。PVLAN ブ
ロードキャスト転送は、次のようにブロードキャストを送信するポートに左右されます。

• 独立ポートは、無差別ポートまたはトランク ポートのみにブロードキャストを送信します。

• コミュニティ ポートは、すべての無差別ポート、トランク ポート、同じコミュニティ VLAN の
ポートにブロードキャストを送信します。

• 無差別ポートは、PVLAN のすべてのポート（他の無差別ポート、トランク ポート、独立ポート、

コミュニティ ポート）にブロードキャストを送信します。

マルチキャスト トラフィックは、プライベート VLAN 境界を越えて単一のコミュニティ VLAN 内に

ルーティングまたはブリッジングされます。マルチキャスト トラフィックは、同じ独立 VLAN のポー

ト間、または別々のセカンダリ VLAN のポート間では転送されません。



42-10
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-25340-01-J

第 42 章      プライベート VLAN の設定

PVLAN コマンド

PVLAN と SVI

レイヤ 3 スイッチでは、Switch Virtual Interface（SVI; スイッチ仮想インターフェイス）が VLAN の
レイヤ 3 インターフェイスを表します。レイヤ 3 デバイスは、セカンダリ PVLAN ではなく、プライ

マリ VLAN だけを使用して PVLAN と通信します。レイヤ 3 VLAN インターフェイス（SVI）はプラ

イマリ VLAN にだけ設定してください。レイヤ 3 VLAN インターフェイスをセカンダリ VLAN 用に

設定できません。VLAN がセカンダリ VLAN として設定されている間、セカンダリ VLAN の SVI は
非アクティブになります。

• アクティブな SVI が設定された VLAN をセカンダリ VLAN として設定しようとすると、SVI を
ディセーブルにするまでは、設定が許可されません。

• セカンダリ VLAN として設定されている VLAN に SVI を作成しようとしてセカンダリ VLAN が
すでにレイヤ 3 にマッピングされている場合、SVI は作成されず、エラーが返されます。SVI がレ

イヤ 3 にマッピングされていない場合、SVI は作成されますが、自動的にシャットダウンされま

す。

プライマリ VLAN がセカンダリ VLAN に関連付けられ、マッピングされている場合、プライマリ 
VLAN 上のすべての設定がセカンダリ VLAN SVI に伝播されます。たとえば、プライマリ VLAN SVI 
に IP サブネットを割り当てると、このサブネットは PVLAN 全体の IP サブネット アドレスになりま

す。

PVLAN 上での仮想ポート単位の errdisable 

PVLAN で、仮想ポート単位の errdisable の動作は次のように定義されます。

• PVLAN 無差別ポート上または PVLAN 混同モード トランク ポート上では、プライマリ VLAN 上
で違反が発生した場合に errdisable になります。

• PVLAN ホスト上または PVLAN トランク ポート上では、セカンダリ VLAN 上で違反が発生した

場合に、関連付けられたプライマリ VLAN が errdisable になります。

• プライマリ VLAN およびセカンダリ VLAN の両方を伝送する標準トランク ポート上では、プラ

イマリ VLAN 上で違反が発生した場合に、その VLAN と VLAN に関連付けられたすべてのセカ

ンダリ VLAN が errdisable になります。セカンダリ VLAN 上で違反が発生した場合は、関連付け

られたプライマリ VLAN とプライマリ VLAN に関連付けられたすべてのセカンダリ VLAN が 
errdisable になります。

PVLAN コマンド
この表には、主に PVLAN で共通に使用されるコマンドを示します。

コマンド 目的 場所

private-vlan {community | 
twoway-community | isolated | 
primary}

VLAN を PVLAN として設定しま

す。

「PVLAN としての VLAN の設定」

（P.42-15）

private-vlan association 
{secondary_vlan_list | add 
secondary_vlan_list | remove 
secondary_vlan_list}

セカンダリ VLAN をプライマリ 
VLAN に関連付けます。

リストには、独立 VLAN ID を 1 つ
だけ含めることができ、リストに複

数のコミュニティ VLAN ID を含め

ることもできます。

「セカンダリ VLAN のプライマリ 
VLAN との関連付け」（P.42-16）
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PVLAN の設定
ここでは、PVLAN の設定手順について説明します。

• 「基本的な PVLAN 設定の手順」（P.42-12）

• 「デフォルトのプライベート VLAN 設定」（P.42-12）

• 「PVLAN 設定時の注意事項および制約事項」（P.42-13）

show vlan private-vlan [type] 設定を確認します。 「PVLAN としての VLAN の設定」

（P.42-15）

「セカンダリ VLAN のプライマリ 
VLAN との関連付け」（P.42-16）

show interface private-vlan mapping 設定を確認します。 「セカンダリ VLAN 入力トラフィッ

クのルーティングの許可」（P.42-23）

switchport mode private-vlan {host | 
promiscuous | trunk promiscuous | 
trunk [secondary]}

レイヤ 2 インターフェイスを 
PVLAN ポートとして設定します。

「PVLAN の設定」（P.42-11）

switchport private-vlan mapping 
[trunk] primary_vlan_ID 
{secondary_vlan_list | add 
secondary_vlan_list | remove 
secondary_vlan_list}

PVLAN 無差別ポートをプライマリ 
VLAN および選択したセカンダリ 
VLAN にマッピングします。

「レイヤ 2 インターフェイスの 
PVLAN 無差別ポートとしての設定」

（P.42-17）

「レイヤ 2 インターフェイスの無差別 
PVLAN トランク ポートとしての設

定」（P.42-21）

Switch(config-if)# switchport 
private-vlan host-association 
primary_vlan_ID secondary_vlan_ID

レイヤ 2 インターフェイスを 
PVLAN に関連付けます。

（注） 独立ポートに関連付けること

ができるのは、1 つのプライ

マリ /セカンダリ VLAN ペ
アだけです。

「レイヤ 2 インターフェイスの 
PVLAN ホスト ポートとしての設

定」（P.42-18）

switchport private-vlan association 
trunk primary_vlan_ID 
secondary_vlan_ID 

プライマリ VLAN とセカンダリ 
VLAN のアソシエーションを設定

し、PVLAN トランク ポートを 
PVLAN に関連付けます。

（注） 独立トランク ポートは、複

数のプライマリ /セカンダリ 
ペアを使用して設定できま

す。

「レイヤ 2 インターフェイスの独立 
PVLAN トランク ポートとしての設

定」（P.42-19）

switchport private-vlan trunk allowed 
vlan vlan_list all | none | [add | remove 
| except] vlan_atom[,vlan_atom...]

PVLAN トランク ポートで許容され

る通常の VLAN のリストを設定しま

す。

「レイヤ 2 インターフェイスの独立 
PVLAN トランク ポートとしての設

定」（P.42-19）

switchport private-vlan trunk native 
vlan vlan_id

PVLAN トランク ポートに（IEEE 
802.1Q タグとしての）タグなしパ

ケットが割り当てられる VLAN を設

定します。

「レイヤ 2 インターフェイスの独立 
PVLAN トランク ポートとしての設

定」（P.42-19）

コマンド 目的 場所
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• 「PVLAN としての VLAN の設定」（P.42-15）

• 「セカンダリ VLAN のプライマリ VLAN との関連付け」（P.42-16）

• 「レイヤ 2 インターフェイスの PVLAN 無差別ポートとしての設定」（P.42-17）

• 「レイヤ 2 インターフェイスの PVLAN ホスト ポートとしての設定」（P.42-18）

• 「レイヤ 2 インターフェイスの独立 PVLAN トランク ポートとしての設定」（P.42-19）

• 「レイヤ 2 インターフェイスの無差別 PVLAN トランク ポートとしての設定」（P.42-21）

• 「セカンダリ VLAN 入力トラフィックのルーティングの許可」（P.42-23）

• 「PVLAN over EtherChannel の設定」（P.42-24）

基本的な PVLAN 設定の手順

PVLAN を設定するには、次の基本的な手順に従ってください。

ステップ 1 VTP モードをトランスペアレントに設定します。「VLAN トランキング プロトコル」（P.15-8）を参照

してください。

ステップ 2 セカンダリ VLAN を作成します。「PVLAN としての VLAN の設定」（P.42-15）を参照してください。

ステップ 3 プライマリ VLAN を作成します。「PVLAN としての VLAN の設定」（P.42-15）を参照してください。

ステップ 4 セカンダリ VLAN をプライマリ VLAN に関連付けます。「セカンダリ VLAN のプライマリ VLAN と
の関連付け」（P.42-16）を参照してください。

（注） プライマリ VLAN にマッピングできる独立 VLAN は 1 つだけですが、コミュニティ（または

双方向コミュニティ）VLAN は複数をマッピングできます。

ステップ 5 インターフェイスを、独立ホスト、コミュニティ ホスト、またはトランク ポートとして設定します。

「レイヤ 2 インターフェイスの PVLAN ホスト ポートとしての設定」（P.42-18）および「レイヤ 2 イン

ターフェイスの独立 PVLAN トランク ポートとしての設定」（P.42-19）を参照してください。

ステップ 6 独立ポートまたはコミュニティ ポートをプライマリ /セカンダリ VLAN ペアに関連付けます。「セカン

ダリ VLAN のプライマリ VLAN との関連付け」（P.42-16）を参照してください。

ステップ 7 インターフェイスを無差別ポートとして設定します。「レイヤ 2 インターフェイスの PVLAN 無差別

ポートとしての設定」（P.42-17）を参照してください。

ステップ 8 無差別ポートをプライマリ /セカンダリ VLAN ペアにマッピングします。「レイヤ 2 インターフェイス

の PVLAN 無差別ポートとしての設定」（P.42-17）を参照してください。

ステップ 9 VLAN 間ルーティングを使用する場合は、プライマリ SVI を設定し、セカンダリ VLAN をマッピング

します。「セカンダリ VLAN 入力トラフィックのルーティングの許可」（P.42-23）を参照してくださ

い。

ステップ 10 プライマリ VLAN 設定を確認します。「Switch#」（P.42-24）を参照してください。

デフォルトのプライベート VLAN 設定

PVLAN は設定されていません。
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PVLAN 設定時の注意事項および制約事項

PVLANs を使用（または設定）するときは、次の注意事項および制約事項を考慮してください。

• PVLAN を正しく設定するには、VTP バージョン 1 および VTP バージョン 2 のトランスペアレン

ト モードで VTP をイネーブルにします （VTP バージョン 3 を使用すると、サーバ モードで 
PVLAN を作成できます）。

VTP モードを PVLAN のクライアントまたはサーバに変更することはできません。

• PVLAN に VLAN 1 または VLAN 1002 ～ 1005 を設定しないでください。

• プライマリ PVLAN、独立 VLAN、コミュニティ VLAN、または双方向コミュニティ VLAN に
ポートを割り当てるには、PVLAN コマンドだけを使用します。

プライマリ VLAN、独立 VLAN、コミュニティ VLAN、または双方向コミュニティ VLAN のレ

イヤ 2 インターフェイスは、PVLAN で非アクティブです。レイヤ 2 トランク インターフェイスは 
STP フォワーディング ステートのままです。

• レイヤ 3 VLAN インターフェイスをセカンダリ VLAN 用に設定できません。

独立 VLAN およびコミュニティ（セカンダリ）VLAN のレイヤ 3 VLAN インターフェイスは、

VLAN が独立 VLAN またはコミュニティ VLAN として設定されている場合、非アクティブです。

• プライマリ VLAN には、ダイナミック Access Control Entry（ACE; アクセス コントロール エン

トリ）を適用できません。

プライマリ VLAN に適用されている Cisco IOS ダイナミック ACL 設定は、VLAN が PVLAN の
設定に含まれている場合、非アクティブです。

• 不正な設定によるスパニングツリー ループを防止するために、spanning-tree portfast trunk コマ

ンドを使用して PVLAN トランク上で PortFast をイネーブルにします。

• セカンダリ VLAN に設定された VLAN ACL は、すべての入力方向で有効です。また、セカンダ

リ VLAN に関連付けられたプライマリ VLAN に設定された VLAN ACL はすべて出力方向で有効

です。例外を次に示します。

• 双方向コミュニティ ホスト ポートで、セカンダリ VLAN ACL とセカンダリ QoS は、統合ルータ 
ポートから生じる出力ユニキャスト ルーテッド トラフィックに適用されます。

• 独立 VLAN またはコミュニティ VLAN のレイヤ 3 スイッチングを停止する場合は、その VLAN 
のプライマリ VLAN へのマッピングを削除します。

• デバイスがトランク接続され、プライマリ VLAN およびセカンダリ VLAN がトランクに関連付け

られている限り、異なるネットワーク デバイス上に PVLAN ポートを設定できます。

• 2 つの異なるデバイス上の独立ポートは相互通信できませんが、コミュニティ VLAN ポートの場

合は可能です。

• PVLAN は、次の SPAN 機能をサポートします。

– PVLAN を SPAN 送信元ポートとして設定できます。

– 出力または入力トラフィックを別々に監視するには、プライマリ VLAN、独立 VLAN、コ

ミュニティ VLAN、双方向コミュニティ VLAN で、VLAN ベース SPAN（VSPAN）を使用

するか、1 つの VLAN だけで SPAN を使用します。

SPAN の詳細については、第 55 章「SPAN および RSPAN の設定」を参照してください。

• プライマリ VLAN には複数のコミュニティ VLAN または双方向コミュニティ VLAN を関連付け

できますが、独立 VLAN は 1 つだけです。

• 独立 VLAN またはコミュニティ VLAN には、1 つのプライマリ VLAN のみを関連付けることが

できます。
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• PVLAN の設定で使用された PVLAN を削除すると、この PVLAN に関連付けられた PVLAN ポー

トは非アクティブになります。

• VTP は PVLAN をサポートしません。PVLAN ポートを使用するデバイスごとに PVLAN を設定

する必要があります。

• 使用する PVLAN の設定のセキュリティを確保して、PVLAN として設定された VLAN が他の目

的に使用されないようにするには、PVLAN ポートがないデバイスを含めて、すべての中間デバイ

スで PVLAN を設定します。

• PVLAN でトラフィックを伝送しないデバイスのトランクから、PVLAN をプルーニングします。

• ポート ACLS 機能が使用できる場合、セカンダリ VLAN ポートに Cisco IOS ACLS を、および 
PVLAN（VACL）に Cisco IOS ACLS を適用できます。VACL の詳細については、第 51 章

「ACL によるネットワーク セキュリティの設定」を参照してください。

• プライマリ VLAN、独立 VLAN、コミュニティ VLAN、および双方向コミュニティ VLAN には、

別々の Quality of Service（QoS）を適用できます。（第 40 章「Quality of Service の設定」を参

照）。プライマリ VLAN のレイヤ 3 VLAN インターフェイスに適用された Cisco IOS ACL は、関

連する独立 VLAN、コミュニティ VLAN、および双方向コミュニティ VLAN にも自動的に適用さ

れます。

• PVLAN トランク ポートでは、入力トラフィックにセカンダリ VLAN ACL、出力トラフィックに

プライマリ VLAN ACL が適用されます。

• 無差別ポートでは、入力トラフィックにプライマリ VLAN ACL が適用されます。

• PVLAN セカンダリ トランク ポートと無差別トランク ポートはどちらも IEEE 802.1q カプセル化

だけをサポートします。

• PVLAN トランク上では、コミュニティ VLAN を伝播または伝送できません。

• レイヤ 3 PVLAN インターフェイス上で学習される ARP エントリは、「sticky」ARP エントリです

（PVLAN インターフェイス ARP エントリを表示して確認することを推奨します）。

• セキュリティ上の理由から、PVLAN ポート sticky ARP エントリは期限切れになりません。異な

る MAC アドレスでも同じ IP アドレスを持つデバイスを接続すると、エラー メッセージが生成さ

れて ARP エントリは作成されません。

• PVLAN ポート sticky ARP エントリは期限切れしないので、MAC アドレスを変更する場合は手動

でエントリを削除する必要があります。sticky ARP エントリを上書きするには、まず no arp コマ

ンドでエントリを削除してから、arp コマンドでエントリを上書きします。

• DHCP 環境では、PC をシャットダウンしても自分の IP アドレスを他人に譲ることはできません。

この問題を解決するために、Catalyst 4500 シリーズ スイッチでは no ip sticky-arp コマンドをサ

ポートしています。このコマンドを使用すると、DHCP 環境での IP アドレスの上書きおよび再使

用ができます。

• 通常の VLAN は無差別トランク ポートまたは独立トランク ポートで伝送されます。

• 無差別トランク ポートのデフォルト ネイティブ VLAN は VLAN 1 で、管理 VLAN です。タグの

ないパケットはすべてネイティブ VLAN で転送されます。プライマリ VLAN または通常の 
VLAN をネイティブ VLAN として設定できます。

• 無差別トランクは、セカンダリ VLAN を伝送するようには設定できません。許容 VLAN リストで

セカンダリ VLAN を指定した場合、設定は受け入れられますが、セカンダリ VLAN のポートは動

作せず、転送しません。これは、セカンダリ VLAN ではあってもプライマリ VLAN に関連付けら

れていない VLAN のポートの場合にも当てはまります。

• 無差別トランク ポートでは、プライマリ VLAN に着信する入力トラフィックにプライマリ VLAN 
ACL および QoS が適用されます。
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• VLAN ACL または QoS は、無差別トランク ポートの出力トラフィックには適用されません。こ

れは、PVLAN のトラフィックのアップストリームは、論理的にセカンダリ PVLAN に向かうから

です。ハードウェアの VLAN 変換により、受信したセカンダリ VLAN の情報は失われます。ポリ

シーは適用されません。この制約は、同じプライマリ VLAN の他のポートからブリッジングされ

るトラフィックにも当てはまります。

• PVLAN 無差別トランク ポートでポート セキュリティを設定しないでください。逆の場合も行わ

ないでください。

無差別トランク ポートのポートセキュリティをイネーブルにした場合、この機能はサポートされ

ていないので、ポートは予測できない動作をする可能性があります。

• PVLAN 無差別トランク ポートに IEEE 802.1X を設定しないでください。

（注） コミュニティまたは双方向コミュニティの PVLAN トランク ポートはサポートされていません。

PVLAN としての VLAN の設定

VLAN を PVLAN として設定するには、次の作業を行います。

次に、VLAN 202 をプライマリ VLAN として設定し、その設定を確認する例を示します。

Switch# configure terminal 
Switch(config)# vlan 202 
Switch(config-vlan)# private-vlan primary 
Switch(config-vlan)# end 
Switch# show vlan private-vlan
Primary Secondary Type              Interfaces
------- --------- ----------------- ------------------------------------------
202               primary

次に、VLAN 303 をコミュニティ VLAN として設定し、その設定を確認する例を示します。

Switch# configure terminal 
Switch(config)# vlan 303 
Switch(config-vlan)# private-vlan community 
Switch(config-vlan)# end 
Switch# show vlan private-vlan 

Primary Secondary Type              Interfaces
------- --------- ----------------- ------------------------------------------
202               primary

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# vlan vlan_ID VLAN コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 3 Switch(config-vlan)# private-vlan {community | 
twoway-community | isolated | primary}

VLAN を PVLAN として設定します。

• このコマンドは、VLAN コンフィギュレーション 
サブモードを終了するまで有効になりません。

PVLAN のステータスをクリアするには、no キーワード

を使用します。

ステップ 4 Switch(config-vlan)# end VLAN コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 5 Switch# show vlan private-vlan [type] 設定を確認します。
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        303       community 

次に、VLAN 440 を独立 VLAN として設定し、その設定を確認する例を示します。

Switch# configure terminal 
Switch(config)# vlan 440 
Switch(config-vlan)# private-vlan isolated 
Switch(config-vlan)# end 
Switch# show vlan private-vlan 

Primary Secondary Type              Interfaces
------- --------- ----------------- ------------------------------------------
202               primary
        303       community 
        440       isolated 

次に、VLAN 550 を双方向コミュニティ VLAN として設定し、その設定を確認する例を示します。

Switch# configure terminal 
Switch(config)# vlan 550 
Switch(config-vlan)# private-vlan twoway-community
Switch(config-vlan)# end 
Switch# show vlan private-vlan 

Primary Secondary Type              Interfaces
------- --------- ----------------- ------------------------------------------
202               primary
303       community 
440       isolated
550    twoway-community 

セカンダリ VLAN のプライマリ VLAN との関連付け

セカンダリ VLAN をプライマリ VLAN に関連付けるには、次の作業を実行します。

セカンダリ VLAN をプライマリ VLAN と関連付ける場合、次の点に注意してください。

• secondary_vlan_list パラメータには、スペースを含めないでください。カンマで区切った複数の

項目を含めることができます。各項目として入力できるのは、単一の PVLAN ID またはハイフン

で連結した PVLAN ID の範囲です。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# vlan primary_vlan_ID プライマリ VLAN の VLAN コンフィギュレーション 
モードを開始します。

ステップ 3 Switch(config-vlan)# private-vlan association 
{secondary_vlan_list | add secondary_vlan_list | 
remove secondary_vlan_list}

セカンダリ VLAN をプライマリ VLAN に関連付けま

す。

リストには、独立 VLAN ID を 1 つだけ含めることがで

き、リストに複数のコミュニティ VLAN ID または双方

向コミュニティ VLAN ID を含めることもできます。

すべてのセカンダリ アソシエーションをクリアするに

は、no キーワードを使用します。

ステップ 4 Switch(config-vlan)# end VLAN コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 5 Switch# show vlan private-vlan [type] 設定を確認します。
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• secondary_vlan_list パラメータには、複数のコミュニティ VLAN ID または双方向コミュニティ 
VLAN ID を含めることができます。

• secondary_vlan_list パラメータには、独立 VLAN ID を 1 つだけ含めることができます。

• セカンダリ VLAN とプライマリ VLAN を関連付けるには、secondary_vlan_list を入力するか、

secondary_vlan_list に add キーワードを使用します。

• セカンダリ VLAN とプライマリ VLAN 間の関連付けを消去するには、secondary_vlan_list に 
remove キーワードを使用します。

• このコマンドは、VLAN コンフィギュレーション サブモードを終了しない限り、有効になりませ

ん。

次に、コミュニティ VLAN 303～ 307 および 309、双方向コミュニティ VLAN 550～ 552、および独

立 VLAN 440 をプライマリ VLAN 202 に関連付けて、設定を確認する例を示します。

Switch# configure terminal 
Switch(config)# vlan 202 
Switch(config-vlan)# private-vlan association 303-307,309,440 
Switch(config-vlan)# end 
Switch# show vlan private-vlan 

Primary Secondary Type              Interfaces
------- --------- ----------------- ------------------------------------------
202     303       community         
202     304       community         
202     305       community         
202     306       community         
202     307       community         
202     309       community         
202     440       isolated          
202     550       twoway-community  
202     551       twoway-community  
202     552       twoway-community  
        308       community 

（注） セカンダリ VLAN 308 は、プライマリ VLAN と関連付けされません。

レイヤ 2 インターフェイスの PVLAN 無差別ポートとしての設定

レイヤ 2 インターフェイスを PVLAN 無差別ポートとして設定するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま

す。

ステップ 2 Switch(config)# interface {fastethernet | 
gigabitethernet | tengigabitethernet} slot/port 

設定する LAN インターフェイスを指定します。

ステップ 3 Switch(config-if)# switchport mode private-vlan 
{host | promiscuous | trunk promiscuous | trunk 
[secondary]}

レイヤ 2 インターフェイスを PVLAN 無差別ポートとし

て設定します。

ステップ 4 Switch(config-if)# [no] switchport private-vlan 
mapping [trunk] primary_vlan_ID 
{secondary_vlan_list | add secondary_vlan_list | 
remove secondary_vlan_list}

PVLAN 無差別ポートをプライマリ VLAN および選択

したセカンダリ VLAN にマッピングします。
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（注） switchport private-vlan mapping コマンドでサポートされる一意の PVLAN ペアの 大数は 1000 で
す。

レイヤ 2 インターフェイスを PVLAN 無差別ポートとして設定する場合、次の点に注意してください。

• secondary_vlan_list パラメータには、スペースを含めないでください。カンマで区切った複数の

項目を含めることができます。各項目として入力できるのは、単一の PVLAN ID またはハイフン

で連結した PVLAN ID の範囲です。

• セカンダリ VLAN を PVLAN 無差別ポートにマッピングするには、secondary_vlan_list を入力す

るか、または secondary_vlan_list と add キーワードを使用します。

• セカンダリ VLAN と PVLAN 無差別ポート間のマッピングをクリアするには、

secondary_vlan_list と remove キーワードを使用します。

次に、ファスト イーサネット インターフェイス 5/2 を PVLAN 無差別ポートとして設定し、PVLAN 
にマッピングして、その設定を確認する例を示します。

Switch# configure terminal 
Switch(config)# interface fastethernet 5/2 
Switch(config-if)# switchport mode private-vlan promiscuous 
Switch(config-if)# switchport private-vlan mapping 200 2
Switch(config-if)# end 
Switch# show interfaces fastethernet 5/2 switchport
Name:Fa5/2
Switchport:Enabled
Administrative Mode:private-vlan promiscuous
Operational Mode:private-vlan promiscuous
Administrative Trunking Encapsulation:negotiate
Operational Trunking Encapsulation:native
Negotiation of Trunking:Off
Access Mode VLAN:1 (default)
Trunking Native Mode VLAN:1 (default)
Voice VLAN:none
Administrative Private VLAN Host Association:none
Administrative Private VLAN Promiscuous Mapping:200 (VLAN0200) 2 (VLAN0002)
Private VLAN Trunk Native VLAN:none
Administrative Private VLAN Trunk Encapsulation:dot1q
Administrative Private VLAN Trunk Normal VLANs:none
Administrative Private VLAN Trunk Private VLANs:none
Operational Private VLANs:
  200 (VLAN0200) 2 (VLAN0002)
Trunking VLANs Enabled:ALL
Pruning VLANs Enabled:2-1001
Capture Mode Disabled
Capture VLANs Allowed:ALL

レイヤ 2 インターフェイスの PVLAN ホスト ポートとしての設定

レイヤ 2 インターフェイスを PVLAN ホスト ポートとして設定するには、次の作業を行います。

ステップ 5 Switch(config-if)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 6 Switch# show interfaces {fastethernet | 
gigabitethernet | tengigabitethernet} slot/port 
switchport 

設定を確認します。

コマンド 目的
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次に、ファスト イーサネット インターフェイス 5/1 を PVLAN ホスト ポートとして設定し、その設定

を確認する例を示します。

Switch# configure terminal 
Switch(config)# interface fastethernet 5/1 
Switch(config-if)# switchport mode private-vlan host 
Switch(config-if)# switchport private-vlan host-association 202 440
Switch(config-if)# end 
Switch# show interfaces fastethernet 5/1 switchport
Name: Fa5/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: private-vlan host
Operational Mode: private-vlan host
Administrative Trunking Encapsulation: negotiate
Operational Trunking Encapsulation: native
Negotiation of Trunking: Off
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Voice VLAN: none
Appliance trust: none
Administrative Private Vlan 
  Host Association: 202 (VLAN0202) 440 (VLAN0440)
  Promiscuous Mapping: none 
  Trunk encapsulation : dot1q
  Trunk vlans:
Operational private-vlan(s): 
  202 (VLAN0202) 440 (VLAN0440) 
Trunking VLANs Enabled: ALL
Pruning VLANs Enabled: 2-1001
Capture Mode Disabled
Capture VLANs Allowed: ALL

レイヤ 2 インターフェイスの独立 PVLAN トランク ポートとしての設定

レイヤ 2 インターフェイスを独立 PVLAN トランク ポートとして設定するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# interface {fastethernet | 
gigabitethernet | tengigabitethernet} slot/port 

設定する LAN ポートを指定します。

ステップ 3 Switch(config-if)# switchport mode private-vlan 
{host | promiscuous | trunk promiscuous | trunk 
[secondary]}

レイヤ 2 インターフェイスを PVLAN ホスト ポートと

して設定します。

ステップ 4 Switch(config-if)# [no] switchport private-vlan 
host-association primary_vlan_ID 
secondary_vlan_ID 

レイヤ 2 インターフェイスを PVLAN に関連付けます。

プライマリ VLAN からすべてのアソシエーションを削

除するには、no キーワードを使用します。

ステップ 5 Switch(config-if)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 6 Switch# show interfaces {fastethernet | 
gigabitethernet | tengigabitethernet} slot/port 
switchport 

設定を確認します。
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次に、ファスト イーサネット インターフェイス 5/2 をセカンダリ トランク ポートとして設定し、その

設定を確認する例を示します。

Switch# configure terminal 
Switch(config)# interface fastethernet 5/2 
Switch(config-if)# switchport mode private-vlan trunk secondary
Switch(config-if)# switchport private-vlan trunk native vlan 10
Switch(config-if)# switchport private-vlan trunk allowed vlan 10. 3-4
Switch(config-if)# switchport private-vlan association trunk 3 301

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま

す。

ステップ 2 Switch(config)# interface {fastethernet | 
gigabitethernet | tengigabitethernet} slot/port 

設定する LAN ポートを指定します。

ステップ 3 Switch(config-if)# switchport mode private-vlan 
{host | promiscuous | trunk promiscuous | trunk 
[secondary]}

レイヤ 2 インターフェイスを PVLAN トランク ポート

として設定します。

ステップ 4 Switch(config-if)# [no] switchport private-vlan 
association trunk primary_vlan_ID 
secondary_vlan_ID 

プライマリ VLAN とセカンダリ VLAN のアソシエー

ションを設定し、PVLAN トランク ポートを PVLAN に
関連付けます。

（注） PVLAN トランク ポートが複数のセカンダリ 
VLAN を伝送できるように、このコマンドを使

用して複数の PVLAN ペアを指定できます。既

存のプライマリ VLAN にアソシエーションを指

定した場合、既存のアソシエーションと置き換

えられます。トランクにアソシエーションが指

定されていない場合、セカンダリ VLAN で受信

されたパケットはすべてドロップされます。

プライマリ VLAN からすべてのアソシエーションを削

除するには、no キーワードを使用します。

ステップ 5 Switch(config-if)# [no] switchport private-vlan 
trunk allowed vlan vlan_list all | none | [add | 
remove | except] vlan_atom[,vlan_atom...]

PVLAN トランク ポートで許容される通常の VLAN の
リストを設定します。

PVLAN トランク ポートで許容される通常の VLAN を
すべて削除するには、no キーワードを使用します。

ステップ 6 Switch(config-if)# switchport private-vlan trunk 
native vlan vlan_id

PVLAN トランク ポートに（IEEE 802.1Q タグとして

の）タグなしパケットが割り当てられる VLAN を設定

します。

ネイティブ VLAN が設定されていない場合、タグなし

のパケットはすべてドロップされます。

ネイティブ VLAN がセカンダリ VLAN で、ポートにセ

カンダリ VLAN の関連付けが指定されていない場合、

タグなしパケットはドロップされます。

PVLAN トランク ポートでネイティブ VLAN をすべて

削除するには、no キーワードを使用します。

ステップ 7 Switch(config-if)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 8 Switch# show interfaces {fastethernet | 
gigabitethernet | tengigabitethernet} slot/port 
switchport 

設定を確認します。
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Switch(config-if)# end 
Switch# show interfaces fastethernet 5/2 switchport
Name: Fa5/2

Switchport: Enabled
Administrative Mode: private-vlan trunk secondary 
Operational Mode: private-vlan trunk secondary 
Administrative Trunking Encapsulation: negotiate 
Operational Trunking Encapsulation: dot1q 
Negotiation of Trunking: On 
Access Mode VLAN: 1 (default) 
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default) 
Administrative Native VLAN tagging: enabled 
Voice VLAN: none 
Administrative private-vlan host-association: none A
Administrative private-vlan mapping: none 
Administrative private-vlan trunk native VLAN: 10 
Administrative private-vlan trunk Native VLAN tagging: enabled 
Administrative private-vlan trunk encapsulation: dot1q 
Administrative private-vlan trunk normal VLANs: none 
Administrative private-vlan trunk associations: 
    3 (VLAN0003) 301 (VLAN0301)
Administrative private-vlan trunk mappings: none 
Operational private-vlan: none 
Operational Normal VLANs: none 
Trunking VLANs Enabled: ALL 
Pruning VLANs Enabled: 2-1001 
Capture Mode Disabled Capture VLANs Allowed: ALL

Unknown unicast blocked: disabled
Unknown multicast blocked: disabled
Appliance trust: none

レイヤ 2 インターフェイスの無差別 PVLAN トランク ポートとしての設定

レイヤ 2 インターフェイスを無差別 PVLAN トランク ポートとして設定するには、次の作業を行いま

す。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開

始します。

ステップ 2 Switch(config)# interface {fastethernet | 
gigabitethernet | tengigabitethernet} slot/port 

設定する LAN インターフェイスを指定します。

ステップ 3 Switch(config-if)# switchport mode private-vlan {host 
| promiscuous | trunk promiscuous | trunk [secondary]}

レイヤ 2 インターフェイスを PVLAN 無差別ト

ランク ポートとして設定します。

ステップ 4 Switch(config-if)# [no] switchport private-vlan 
mapping [trunk] primary_vlan_ID {secondary_vlan_list | 
add secondary_vlan_list | remove secondary_vlan_list}

無差別 PVLAN ポートをプライマリ VLAN およ

び選択したセカンダリ VLAN にマッピングしま

す。

このコマンドの削除には 3 つのレベルがありま

す。この表に続く例を参照してください。

ステップ 5 Switch(config-if)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 6 Switch# show interfaces {fastethernet | 
gigabitethernet | tengigabitethernet} slot/port 
switchport 

設定を確認します。
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（注） 次のコマンドでサポートされる一意の PVLAN ペアの 大数 switchport private-vlan mapping trunk コ
マンドは 500 です。プライマリ VLAN ごとに 1 つだけの独立 VLAN のアソシエーションがサポート

されるため、たとえば、500 の独立セカンダリ VLAN を 500 のプライマリ VLAN にマッピングできま

す。または、500 のコミュニティ セカンダリ VLAN を 1 つのプライマリ VLAN にマッピングできま

す。または、250 のコミュニティ セカンダリ VLAN を 1 つのプライマリ VLAN にマッピングし、他

の 250 のコミュニティ セカンダリ VLAN を他のプライマリ VLAN にマッピングして、合計 500 のペ

アを作成できます。

（注） デフォルトでは、PVLAN トランク無差別に設定すると、ネイティブ VLAN は 1 に設定されます。

[no] switchport private-vlan mapping コマンドには、次の 3 つの削除レベルがあります。

• リストから 1 つまたは複数のセカンダリ VLAN を削除するレベル。次に例を示します。

Switch(config-if)# switchport private-vlan mapping trunk 2 remove 222

• PVLAN 無差別トランク ポートから指定したプライマリ VLAN（およびそれ自身の選択したセカ

ンダリ VLAN）へのマッピングをすべて削除するレベル。次に例を示します。

Switch(config-if)# no switchport private-vlan mapping trunk 2

• PVLAN 無差別トランク ポートから事前に設定されていたすべてのプライマリ VLAN（およびそ

れら自身の選択したセカンダリ VLAN）へのマッピングを削除するレベル。次に例を示します。

Switch(config-if)# no switchport private-vlan mapping trunk

レイヤ 2 インターフェイスを PVLAN 無差別ポートとして設定する場合、次の点に注意してください。

• 無差別トランク ポートで複数のプライマリ VLAN を伝送できるようにするには、switchport 
private-vlan mapping trunk コマンドを使用して複数の PVLAN ペアを指定します。

• secondary_vlan_list パラメータには、スペースを含めないでください。カンマで区切った複数の

項目を含めることができます。各項目として入力できるのは、単一の PVLAN ID またはハイフン

で連結した PVLAN ID の範囲です。

• セカンダリ VLAN を PVLAN 無差別ポートにマッピングするには、secondary_vlan_list を入力す

るか、または secondary_vlan_list と add キーワードを使用します。

• セカンダリ VLAN と PVLAN 無差別ポート間のマッピングをクリアするには、

secondary_vlan_list と remove キーワードを使用します。

次に、ファスト イーサネット インターフェイス 5/2 を無差別トランク ポートとして設定し、その設定

を確認する例を示します。

Switch# configure terminal 
Switch(config)# interface fastethernet 5/2 
Switch(config-if)# switchport mode private-vlan trunk promiscuous
Switch(config-if)# switchport private-vlan trunk native vlan 10
Switch(config-if)# switchport private-vlan trunk allowed vlan 10, 3-4
Switch(config-if)# switchport private-vlan mapping trunk 3 301, 302
Switch(config-if)# end 
Switch# show interfaces fastethernet 5/2 switchport
Name: Fa5/2
Switchport: Enabled
Administrative Mode: private-vlan trunk promiscuous 
Operational Mode: private-vlan trunk promiscuous 
Administrative Trunking Encapsulation: negotiate 
Operational Trunking Encapsulation: dot1q 
Negotiation of Trunking: On 
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Access Mode VLAN: 1 (default) 
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default) 
Administrative Native VLAN tagging: enabled 
Voice VLAN: none 
Administrative private-vlan host-association: none 
Administrative private-vlan mapping: none 
Administrative private-vlan trunk native VLAN: 10 
Administrative private-vlan trunk Native VLAN tagging: enabled 
Administrative private-vlan trunk encapsulation: dot1q 
Administrative private-vlan trunk normal VLANs: 3-4,10 
Administrative private-vlan trunk associations: none 
Administrative private-vlan trunk mappings: 
    3 (VLAN0003) 301 (VLAN0301)  302 (VLAN0302) 
Operational private-vlan: 
  3 (VLAN0003) 301 (VLAN0301) 302 (VLAN0302) 
Trunking VLANs Enabled: ALL 
Pruning VLANs Enabled: 2-1001 
Capture Mode Disabled 
Capture VLANs Allowed: ALL

Unknown unicast blocked: disabled
Unknown multicast blocked: disabled
Appliance trust: none

セカンダリ VLAN 入力トラフィックのルーティングの許可

（注） 独立 VLAN、コミュニティ VLAN、および双方向コミュニティ VLAN は、セカンダリ VLAN と呼ば

れます。

セカンダリ VLAN 入力トラフィックのルーティングを許可するには、次の作業を行います。

セカンダリ VLAN 入力トラフィックのルーティングを許可する場合、次の点に注意してください。

• private-vlan mapping インターフェイス コンフィギュレーション コマンドは、レイヤ 3 スイッチ

ングされている PVLAN 入力トラフィックにだけ影響します。

• secondary_vlan_list パラメータには、スペースを含めないでください。カンマで区切った複数の

項目を含めることができます。各項目として入力できるのは、単一の PVLAN ID またはハイフン

で連結した PVLAN ID の範囲です。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま

す。

ステップ 2 Switch(config)# interface vlan primary_vlan_ID プライマリ VLAN のインターフェイス コンフィギュ

レーション モードを開始します。

ステップ 3 Switch(config-if)# [no] private-vlan mapping 
primary_vlan_ID {secondary_vlan_list | add 
secondary_vlan_list | remove secondary_vlan_list}

セカンダリ VLAN 入力トラフィックのルーティングを

許可するために、セカンダリ VLAN をプライマリ 
VLAN にマッピングします。

プライマリ VLAN からすべてのアソシエーションを削

除するには、no キーワードを使用します。

ステップ 4 Switch(config-if)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 5 Switch# show interface private-vlan mapping 設定を確認します。
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• セカンダリ VLAN をプライマリ VLAN にマッピングするには、secondary_vlan_list パラメータを

入力するか、secondary_vlan_list パラメータに add キーワードを使用します。

• セカンダリ VLAN とプライマリ VLAN 間のマッピングを消去するには、secondary_vlan_list パラ

メータに remove キーワードを使用します。

次の例では、PVLAN 303 ～ 307、309、および 440 からのセカンダリ VLAN 入力トラフィックのルー

ティングを許可し、そのコンフィギュレーションを確認する方法を示します。

Switch# configure terminal 
Switch(config)# interface vlan 202 
Switch(config-if)# private-vlan mapping add 303-307,309,440 
Switch(config-if)# end 
Switch# show interfaces private-vlan mapping 
Interface Secondary VLAN Type
--------- -------------- -----------------
vlan202   303            community
vlan202   304            community
vlan202   305            community
vlan202   306            community
vlan202   307            community
vlan202   309            community
vlan202   440            isolated

Switch#

PVLAN over EtherChannel の設定

レイヤ 2 EtherChannel を作成した後に、4 つの PVLAN ポート モード（無差別ホスト、セカンダリ ホ
スト、独立トランク、無差別トランク）のいずれかとして設定できます。

ここでは、次の内容について説明します。

• 「レイヤ 2 EtherChannel の設定」（P.42-24）

• 「レイヤ 2 Etherchannel の PVLAN 無差別ポートとしての設定」（P.42-25）

• 「レイヤ 2 インターフェイスの EtherChannel ホスト ポートとしての設定」（P.42-26）

• 「レイヤ 2 Etherchannel の独立 PVLAN トランク ポートとしての設定」（P.42-27）

• 「レイヤ 2 Etherchannel の無差別 PVLAN トランク ポートとしての設定」（P.42-29）

レイヤ 2 EtherChannel の設定

次の手順を実行します。

ステップ 1 VLAN を PVLAN として設定します。

次の URL を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst4500/12.2/01xo/configuration/guide/pvlans.htm
l#wp1174853

ステップ 2 セカンダリ VLAN をプライマリ VLAN に関連付けます。

次の URL を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst4500/12.2/01xo/configuration/guide/pvlans.htm
l#wp1121802

ステップ 3 レイヤ 2 EtherChannel の設定。

http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst4500/12.2/01xo/configuration/guide/pvlans.html#wp1174853
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst4500/12.2/01xo/configuration/guide/pvlans.html#wp1121802
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次の URL を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst4500/12.2/01xo/configuration/guide/channel.ht
ml#wp1020670

レイヤ 2 Etherchannel の PVLAN 無差別ポートとしての設定

次の作業を実行します。

（注） switchport private-vlan mapping コマンドでサポートされる一意の PVLAN ペアの 大数は 1000 で
す。

レイヤ 2 Etherchannel を PVLAN 無差別ポートとして設定する場合、次の点に注意してください。

• secondary_vlan_list パラメータには、スペースを含めないでください。カンマで区切った複数の項

目を含めることができます。各項目として入力できるのは、単一の PVLAN ID またはハイフンで

連結した PVLAN ID の範囲です。

• セカンダリ VLAN を PVLAN 無差別ポートにマッピングするには、secondary_vlan_list を入力す

るか、または secondary_vlan_list と add キーワードを使用します。

• セカンダリ VLAN と PVLAN 無差別ポート間のマッピングをクリアするには、

secondary_vlan_list と remove キーワードを使用します。

次に、インターフェイス ポート チャネル 63 を PVLAN 無差別モード ポートとして設定し、PVLAN 
にマッピングして、その設定を確認する例を示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# interface port-channel 63
Switch(config-if)# switchport mode private-vlan promiscuous
Switch(config-if)# switchport private-vlan mapping 200 2
Switch(config-if)# end
Switch# show interfaces port-channel 63 switchport
Name:Po63
Switchport:Enabled
Administrative Mode:private-vlan promiscuous

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モード

を開始します。

ステップ 2 Switch(config)# interface port-channel 
interface-number

設定する LAN インターフェイスを指定しま

す。

ステップ 3 Switch(config-if)# switchport mode private-vlan 
{host | promiscuous | trunk promiscuous | trunk 
[secondary]}

レイヤ 2 Etherchannel を PVLAN 無差別ポー

トとして設定します。

ステップ 4 Switch(config-if)# [no] switchport private-vlan 
mapping [trunk] primary_vlan_ID 
{secondary_vlan_list | add secondary_vlan_list}

PVLAN 無差別ポートをプライマリ VLAN 
および選択したセカンダリ VLAN にマッピ

ングします。

ステップ 5 Switch(config-if)# end コンフィギュレーション モードを終了しま

す。

ステップ 6 Switch# show interface port-channel 
interface-number switchport

設定を確認します。

http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst4500/12.2/01xo/configuration/guide/channel.html#wp1020670
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Operational Mode:private-vlan promiscuous
Administrative Trunking Encapsulation:negotiate
Operational Trunking Encapsulation:native
Negotiation of Trunking:Off
Access Mode VLAN:1 (default)
Trunking Native Mode VLAN:1 (default)
Voice VLAN:none
Administrative Private VLAN Host Association:none
Administrative Private VLAN Promiscuous Mapping:200 (VLAN0200) 2 (VLAN0002)
Private VLAN Trunk Native VLAN:none
Administrative Private VLAN Trunk Encapsulation:dot1q
Administrative Private VLAN Trunk Normal VLANs:none
Administrative Private VLAN Trunk Private VLANs:none
Operational Private VLANs:
  200 (VLAN0200) 2 (VLAN0002)
Trunking VLANs Enabled:ALL
Pruning VLANs Enabled:2-1001
Capture Mode Disabled
Capture VLANs Allowed:ALL

レイヤ 2 インターフェイスの EtherChannel ホスト ポートとしての設定

レイヤ 2 インターフェイスを EtherChannel ホスト ポートとして設定するには、次の作業を行います。

次に、インターフェイス ポート チャネル 63 を PVLAN ホスト ポートとして設定し、その設定を確認

する例を示します。

Switch# configure terminal 
Switch(config)# interface port-channel 63
Switch(config-if)# switchport mode private-vlan host 
Switch(config-if)# switchport private-vlan host-association 202 440
Switch(config-if)# end
Switch# show interfaces port-channel 63 switchport
Name: Po63
Switchport: Enabled
Administrative Mode: private-vlan host
Operational Mode: private-vlan host

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モード

を開始します。

ステップ 2 Switch(config)# interface port-channel 
interface-number

設定する LAN インターフェイスを指定しま

す。

ステップ 3 Switch(config-if)# switchport mode private-vlan 
{host | promiscuous | trunk promiscuous | trunk 
[secondary]}

レイヤ 2 Etherchannel を PVLAN ホスト 
ポートとして設定します。

ステップ 4 Switch(config-if)# [no] switchport private-vlan 
host-association primary_vlanb_ID 
secondary_vlan_ID

レイヤ 2 インターフェイスを PVLAN に関連

付けます。

プライマリ VLAN からすべてのアソシエー

ションを削除するには、no キーワードを使

用します。

ステップ 5 Switch(config-if)# end コンフィギュレーション モードを終了しま

す。

ステップ 6 Switch# show interface port-channel 
interface-number switchport

設定を確認します。



42-27
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-25340-01-J

第 42 章      プライベート VLAN の設定

PVLAN の設定

Administrative Trunking Encapsulation: negotiate
Operational Trunking Encapsulation: native
Negotiation of Trunking: Off
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Voice VLAN: none
Appliance trust: none
Administrative Private Vlan 
  Host Association: 202 (VLAN0202) 440 (VLAN0440)
  Promiscuous Mapping: none 
  Trunk encapsulation : dot1q
  Trunk vlans:
Operational private-vlan(s): 
  202 (VLAN0202) 440 (VLAN0440) 
Trunking VLANs Enabled: ALL
Pruning VLANs Enabled: 2-1001
Capture Mode Disabled
Capture VLANs Allowed: ALL

レイヤ 2 Etherchannel の独立 PVLAN トランク ポートとしての設定

レイヤ 2 Etherchannel を独立 PVLAN トランク ポートとして設定するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モード

を開始します。

ステップ 2 Switch(config)# interface port-channel 
interface-number

設定する LAN インターフェイスを指定しま

す。

ステップ 3 Switch(config-if)# switchport mode private-vlan 
{host | promiscuous | trunk promiscuous | trunk 
[secondary]}

レイヤ 2 Etherchannel を PVLAN トランク 
ポートとして設定します。

ステップ 4 Switch(config-if)# [no] switchport private-vlan 
association trunk primary_vlanb_ID 
secondary_vlan_ID

プライマリ VLAN とセカンダリ VLAN のア

ソシエーションを設定し、PVLAN トランク 
ポートを PVLAN に関連付けます。

（注） PVLAN トランク ポートが複数のセ

カンダリ VLAN を伝送できるよう

に、このコマンドを使用して複数の 
PVLAN ペアを指定できます。既存

のプライマリ VLAN にアソシエー

ションを指定した場合、既存のアソ

シエーションと置き換えられます。

トランクにアソシエーションが指定

されていない場合、セカンダリ 
VLAN で受信されたパケットはすべ

てドロップされます。

プライマリ VLAN からすべてのアソシエー

ションを削除するには、no キーワードを使

用します。
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次に、インターフェイス ポート チャネル 63 をセカンダリ トランク ポートとして設定し、その設定を

確認する例を示します。

Switch# configure terminal 
Switch(config)# interface port-channel 63
Switch(config-if)# switchport mode private-vlan trunk secondary
Switch(config-if)# switchport private-vlan trunk native vlan 10
Switch(config-if)# switchport private-vlan trunk allowed vlan 10. 3-4
Switch(config-if)# switchport private-vlan association trunk 3 301
Switch(config-if)# end 
Switch# show interfaces port-channel 63 switchport
Name: Po63
Switchport: Enabled
Administrative Mode: private-vlan trunk secondary 
Operational Mode: private-vlan trunk secondary 
Administrative Trunking Encapsulation: negotiate 
Operational Trunking Encapsulation: dot1q 
Negotiation of Trunking: On 
Access Mode VLAN: 1 (default) 
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default) 
Administrative Native VLAN tagging: enabled 
Voice VLAN: none 
Administrative private-vlan host-association: none 
Administrative private-vlan mapping: none 
Administrative private-vlan trunk native VLAN: 10 
Administrative private-vlan trunk Native VLAN tagging: enabled 
Administrative private-vlan trunk encapsulation: dot1q 
Administrative private-vlan trunk normal VLANs: none 
Administrative private-vlan trunk associations: 
    3 (VLAN0003) 301 (VLAN0301)
Administrative private-vlan trunk mappings: none 

ステップ 5 Switch(config-if)# [no] switchport private-vlan 
trunk allowed vlan vlan_list [all | none | [add 
| remove | except] vlan_atom [,vlan_atom...]

PVLAN トランク ポートで許容される通常の 
VLAN のリストを設定します。

PVLAN トランク ポートで許容される通常の 
VLAN をすべて削除するには、no キーワー

ドを使用します。

ステップ 6 Switch(config-if)# switchport private-vlan 
trunk native vlan vlan_id

PVLAN トランク ポートに（IEEE 802.1Q タ
グとしての）タグなしパケットが割り当てら

れる VLAN を設定します。

ネイティブ VLAN が設定されていない場合、

タグなしのパケットはすべてドロップされま

す。

ネイティブ VLAN がセカンダリ VLAN で、

ポートにセカンダリ VLAN の関連付けが指

定されていない場合、タグなしパケットはド

ロップされます。

PVLAN トランク ポートでネイティブ 
VLAN をすべて削除するには、no キーワー

ドを使用します）。

ステップ 7 Switch(config-if)# end コンフィギュレーション モードを終了しま

す。

ステップ 8 Switch# show interfaces Port-channel 
interface-number switchport 

設定を確認します。

コマンド 目的
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Operational private-vlan: none 
Operational Normal VLANs: none 
Trunking VLANs Enabled: ALL 
Pruning VLANs Enabled: 2-1001 
Capture Mode Disabled Capture VLANs Allowed: ALL
Unknown unicast blocked: disabled
Unknown multicast blocked: disabled
Appliance trust: none

レイヤ 2 Etherchannel の無差別 PVLAN トランク ポートとしての設定

レイヤ 2 Etherchannel を無差別 PVLAN トランク ポートとして設定するには、次の作業を行います。

（注） switchport private-vlan mapping trunk コマンドでサポートされる一意の PVLAN ペアの 大数は 500 
です。プライマリ VLAN ごとに 1 つだけの独立 VLAN のアソシエーションがサポートされるため、た

とえば、500 の独立セカンダリ VLAN を 500 のプライマリ VLAN にマッピングできます。または、

500 のコミュニティ セカンダリ VLAN を 1 つのプライマリ VLAN にマッピングできます。または、

250 のコミュニティ セカンダリ VLAN を 1 つのプライマリ VLAN にマッピングし、他の 250 のコ

ミュニティ セカンダリ VLAN を他のプライマリ VLAN にマッピングして、合計 500 のペアを作成で

きます。

（注） デフォルトでは、プライベート VLAN トランク無差別に設定すると、ネイティブ VLAN は 1 に設定さ

れます。

[no] switchport private-vlan mapping コマンドには、次の 3 つの削除レベルがあります。

• リストから 1 つまたは複数のセカンダリ VLAN を削除するレベル。

次に例を示します。

Switch(config-if)# switchport private-vlan mapping trunk 2 remove 222

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モード

を開始します。

ステップ 2 Switch(config)# interface port-channel 
interface-number

設定する LAN インターフェイスを指定しま

す。

ステップ 3 Switch(config-if)# switchport mode private-vlan 
{host | promiscuous | trunk promiscuous | trunk 
[secondary]}

レイヤ 2 Etherchannel を PVLAN 無差別トラ

ンク ポートとして設定します。

ステップ 4 Switch(config-if)# [no] switchport private-vlan 
mapping [trunk] primary_vlan_ID 
{secondary_vlan_list | add secondary_vlan_list 
| remove secondary_vlan_list}

無差別 PVLAN ポートをプライマリ VLAN 
および選択したセカンダリ VLAN にマッピ

ングします。

このコマンドの削除には 3 つのレベルがあり

ます。

ステップ 5 Switch(config-if)# end コンフィギュレーション モードを終了しま

す。

ステップ 6 Switch# show interfaces port-channel 
interface-number switchport 

設定を確認します。
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• PVLAN 無差別トランク ポートから指定したプライマリ VLAN（およびそれ自身の選択したセカ

ンダリ VLAN）へのマッピングをすべて削除するレベル。

次に例を示します。

Switch(config-if)# no switchport private-vlan mapping trunk 2

• PVLAN 無差別トランク ポートから事前に設定されていたすべてのプライマリ VLAN（およびそ

れら自身の選択したセカンダリ VLAN）へのマッピングを削除するレベル。

次に例を示します。

Switch(config-if)# no switchport private-vlan mapping trunk

PVLAN 無差別モード トランク ポートとしてレイヤ 2 EtherChannel を設定する場合、無差別トランク 
ポートが複数のプライマリ VLAN を伝送できるように、switchport private-vlan mapping trunk コマ

ンドで、複数のプライベート VLAN ペアを指定できることを確認します。

•secondary_vlan_list パラメータには、スペースを含めないでください。カンマで区切った複数の項目

を含めることができます。各項目として入力できるのは、単一の PVLAN ID またはハイフンで連結し

た PVLAN ID の範囲です。

•セカンダリ VLAN を PVLAN 無差別ポートにマッピングするには、secondary_vlan_list を入力する

か、または secondary_vlan_list と add キーワードを使用します。

•セカンダリ VLAN と PVLAN 無差別ポート間のマッピングをクリアするには、secondary_vlan_list 
と remove キーワードを使用します。

次に、インターフェイス ポートチャネル 63 を無差別トランク ポートとして設定し、その設定を確認す

る例を示します。

Switch# configure terminal 
Switch(config)# interface port-channel 63 
Switch(config-if)# switchport mode private-vlan trunk promiscuous
Switch(config-if)# switchport private-vlan trunk native vlan 10
Switch(config-if)# switchport private-vlan trunk allowed vlan 10, 3-4
Switch(config-if)# switchport private-vlan mapping trunk 3 301, 302
Switch(config-if)# end 
Switch# show interfaces port-channel 63 switchport
Name: Po63
Switchport: Enabled
Administrative Mode: private-vlan trunk promiscuous 
Operational Mode: private-vlan trunk promiscuous 
Administrative Trunking Encapsulation: negotiate 
Operational Trunking Encapsulation: dot1q 
Negotiation of Trunking: On 
Access Mode VLAN: 1 (default) 
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default) 
Administrative Native VLAN tagging: enabled 
Voice VLAN: none 
Administrative private-vlan host-association: none 
Administrative private-vlan mapping: none 
Administrative private-vlan trunk native VLAN: 10 
Administrative private-vlan trunk Native VLAN tagging: enabled 
Administrative private-vlan trunk encapsulation: dot1q 
Administrative private-vlan trunk normal VLANs: 3-4,10 
Administrative private-vlan trunk associations: none 
Administrative private-vlan trunk mappings: 
    3 (VLAN0003) 301 (VLAN0301)  302 (VLAN0302) 
Operational private-vlan: 
  3 (VLAN0003) 301 (VLAN0301) 302 (VLAN0302) 
Trunking VLANs Enabled: ALL 
Pruning VLANs Enabled: 2-1001 
Capture Mode Disabled 
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Capture VLANs Allowed: ALL
Unknown unicast blocked: disabled
Unknown multicast blocked: disabled
Appliance trust: none



42-32
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-25340-01-J

第 42 章      プライベート VLAN の設定

PVLAN の設定



C H A P T E R

 

43-1
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-25340-01-J

43
MACsec の暗号化設定

この章では、Catalyst 4500 シリーズ スイッチで Media Access Control Security（MACsec）暗号化を

設定する方法について説明します。

（注） Catalyst 4500-X シリーズ スイッチ（WS-4500X-32）は、Cisco TrustSec テクノロジーをサポートしま

すが、TrustSec MACsec の暗号化をサポートしていません。

MACsec は 2 台の MACsec 対応デバイス間のパケットの認証と暗号化の IEEE 802.1AE 規格です。

Catalyst 4500 シリーズ スイッチは、スイッチとホスト デバイス間の暗号化に、ダウンリンク ポートで

の MACsec Key Agreement（MKA）による 802.1AE 暗号化をサポートします。また、スイッチは、

Cisco TrustSec ネットワーク デバイス アドミッション コントロール（NDAC）および Security 
Association Protocol（SAP）キー交換を使用して MACsec リンク層スイッチ間セキュリティをサポー

トします。リンク層セキュリティはスイッチ間のパケット認証とスイッチ間の MACsec 暗号化の両方

を含みます（暗号化は任意です）。

（注） MACsec は Catalyst 4500 シリーズ スイッチのユニバーサル k9 イメージでサポートされます。これは 
NPE ライセンスまたは LAN ベース サービス イメージではサポートされません。

スイッチのすべてのダウンリンク ポートは、Cisco TrustSec MACsec リンク層スイッチ間セキュリ

ティを実行できます。

Cisco TrustSec と Cisco SAP はスイッチ間のリンクにのみ使用され、PC や IP 電話などのエンド ホス

トに接続されたスイッチ ポートではサポートされません。MKA はスイッチからホストへのリンク用で

あり、スイッチ間のリンクではサポートされません。ホスト側のリンクは、IEEE 802.1X の有無にか

かわらず異種デバイスを扱うために、一般に柔軟な認証順序を使用し、オプションで MKA 暗号を使用

できます。Cisco NDAC および SAP は、コンパクトなスイッチがワイヤリング クローゼットの外側に

セキュリティを拡張するために使用する、ネットワーク エッジ アクセス トポロジ（NEAT）と相互排

他的です。

• 「Media Access Control Security と MACsec Key Agreement の概要」（P.43-2）

表 1 スイッチ ポートの MACsec サポート

インターフェイス 接続 MACsec のサポート

ユーザに送信されるダウンリン

ク ポート

スイッチからホストへ MKA MACsec 暗号化

他のスイッチに接続されたス

イッチ ポート

スイッチからスイッチへ Cisco TrustSec NDAC MACsec



 

43-2
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-25340-01-J

第 43 章      MACsec の暗号化設定

Media Access Control Security と MACsec Key Agreement の概要

• 「MACsec および MKA の設定」（P.43-6）

• 「Cisco TrustSec MACsec について」（P.43-8）

• 「Cisco TrustSec MACsec の設定」（P.43-10）

TrustSec の詳細については、次の URL を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/trustsec/configuration/guide/trustsec.html

 Media Access Control Security と MACsec Key 
Agreement の概要

802.1AE で定義された MACsec では、暗号化キー入力のためにアウトオブバンド方式を使用すること

によって、有線ネットワーク上で MAC レイヤの暗号化を実現します。MACsec Key Agreement
（MKA; MACsec キーの承諾）プロトコルでは、必要なセッション キーを提供し、必要な暗号化キーを

管理します。MKA と MACsec は、802.1X 拡張認証プロトコル（EAP）フレームワークを使用した認

証に成功した後に実装されます。ホスト側のリンク（ネットワーク アクセス デバイスと、PC や IP 電
話などのエンドポイント デバイス間のリンク）だけが MACsec を使用して保護できます。

MACsec を使用するスイッチでは、クライアントに関連付けられたポリシーに応じて、MACsec フ
レームまたは非 MACsec フレームを許可します。MACsec フレームは暗号化され、Integrity Check 
Value（ICV; 整合性チェック値）で保護されます。スイッチはクライアントからフレームを受信する

と、MKA によって提供されたセッション キーを使用してこれらのフレームを暗号化し、正しい ICV 
を計算します。スイッチはこの ICV をフレーム内の ICV と比較します。一致しない場合は、フレーム

が破棄されます。また、スイッチは現在のセッション キーを使用して、ICV を暗号化し、セキュアな

ポート（セキュアな MAC サービスをクライアントに提供するために使用されるアクセス ポイント）

を介して送信されたフレームに追加します。

MKA プロトコルは、基礎となる MACsec プロトコルで使用される暗号キーを管理します。MKA の基

本要件は 802.1X-2010 で定義されます。MKA プロトコルでは 802.1X を拡張し、相互認証の確認に

よってピアを検出し、MACsec 秘密キーを共有してピアで交換されるデータを保護できます。

EAP フレームワークでは、新しく定義された EAP-over-LAN（EAPOL）パケットとして MKA を実装

します。EAP 認証では、データ交換で両方のパートナーで共有される Master Session Key（MSK; マ
スター セッション キー）を生成します。EAP セッション ID を入力すると、セキュアな Connectivity 
Association Key Name（CKN; 接続アソシエーション キー名）が生成されます。スイッチはオーセン

ティケータであるため、キー サーバでもあり、ランダムな 128 ビットの Secure Association Key
（SAK; セキュア アソシエーション キー）を生成し、クライアント パートナーに送信します。クライア

ントはキー サーバではなく、単一の MKA エンティティであるキー サーバとだけ対話できます。キー

の派生と生成の後で、スイッチは定期的にトランスポートをパートナーに送信します。デフォルトの間

隔は 2 秒間です。

EAPOL Protocol Data Unit（PDU; プロトコル データ ユニット）のパケット本体は、MACsec Key 
Agreement PDU（MKPDU）と呼ばれます。MKA セッションと参加者は、MKA ライフタイム（6 秒
間）が経過しても参加者から MKPDU を受信していない場合に削除されます。たとえば、クライアン

トが接続を解除した場合、スイッチ上の参加者はクライアントから 後の MKPDU を受信した後、6 
秒間が経過するまで MKA の動作を継続します。

詳細については、次の項を参照してください。

• 「MKA ポリシー」（P.43-3）

• 「仮想ポート」（P.43-3）

• 「MACsec」（P.43-3）

• 「MACsec、MKA、および 802.1X ホスト モード」（P.43-4）

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipaddr/configuration/guide/iad_dhcp_rdmp_ps6350_TSD_Products_Configuration_Guide_Chapter.html
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• 「MKA 統計情報」（P.43-5）

MKA ポリシー

定義済みの MKA ポリシーをインターフェイスに適用すると、インターフェイス上で MKA がイネーブ

ルになります。MKA ポリシーを削除すると、そのインターフェイス上で MKA がディセーブルになり

ます。次のオプションを設定可能です。

• 16 ASCII 文字未満のポリシー名。

• 物理インターフェイスごとの機密保持（暗号化）オフセット 0 バイト、30 バイト、または 50 バイ

ト。

• 再送保護。許可される順序外のフレームの数によって定義される MACsec ウィンドウ サイズを設

定できます。この値は MACsec でセキュリティ アソシエーションをインストールする際に使用さ

れます。値 0 は、フレームが正しい順序で許可されることを意味します。

仮想ポート

仮想ポートは、1 つの物理ポート上の複数のセキュアな接続アソシエーションに使用します。各接続ア

ソシエーション（ペア）は仮想ポートを表します。1 つの物理ポートにつき、仮想ポートは 大 2 つで

す。2 つの仮想ポートのうち、1 つだけをデータ VLAN の一部とすることができます。もう 1 つは、音

声 VLAN に対してパケットを外部的にタグ付けする必要があります。同じポートで同じ VLAN 内のセ

キュアなセッションとセキュアでないセッションを同時にホストすることはできません。この制限のた

め、802.1X マルチ認証モードはサポートされません。

この制限の例外は、マルチホスト モードで 初の MACsec サプリカントが正常に認証され、スイッチ

に接続されたハブに接続される場合です。ハブに接続された非 MACsec ホストでは、マルチホスト 
モードであるため、認証なしでトラフィックを送信できます。 初にクライアントが成功した後、他の

クライアントでは認証が必要ないため、マルチホスト モードを使用することは推奨しません。

仮想ポートは、接続アソシエーションの任意の ID を表し、MKA プロトコル外では意味を持ちません。

仮想ポートは個々の論理ポート ID に対応します。仮想ポートの有効なポート ID は 0x0002 ～ 0xFFFF 
です。各仮想ポートは、16 ビットのポート ID に連結された物理インターフェイスの MAC アドレスに

基づいて、一意の Secure Channel Identifier（SCI; セキュア チャネル ID）を受け取ります。

MACsec

MACsec を実行する Catalyst 4500 シリーズ スイッチは、MACsec をサポートしているメンバ スイッ

チ上のポートを示すコンフィギュレーション ファイルを維持します。スタック マスターは、次に示す

機能を実行します。

• セキュアなチャネルとセキュアなアソシエーションの作成および削除を処理します。

• スタック メンバーにセキュアなアソシエーション サービス要求を送信します。

• ローカル ポートまたはリモート ポートからのパケット番号とリプレイ ウィンドウ情報を処理し、

キー管理プロトコルを通知します。

• オプションがグローバルに設定された MACsec 初期化要求を、スタックに追加される新しいス

イッチに送信します。

• ポート単位の設定をメンバ スイッチに送信します。

メンバー スイッチは、次の機能を実行します。
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• スタック マスターからの MACsec 初期化要求を処理します。

• スタック マスターから送信された MACsec サービス要求を処理します。

• スタック マスターにローカル ポートに関する情報を送信します。

MACsec、MKA、および 802.1X ホスト モード

MACsec と MKA プロトコルは、802.1X シングルホスト モード、マルチホスト モード、またはマルチ

ドメイン認証（MDA）モードで使用できます。マルチ認証モードはサポートされません。

シングルホスト モード

図 43-1 に、MKA を使用して、MACsec で 1 つの EAP 認証済みセッションをセキュアにする方法を示

します。

図 43-1 セキュアなデータ セッションでのシングルホスト モードの MACsec

マルチホスト モード

（802.1X-2010 ではなく）標準 802 マルチホスト モードでは、1 つの認証に基づいてポートが開いてい

るか、閉じられています。1 人のユーザ（プライマリ セキュア クライアント サービスのクライアント 
ホスト）が認証される場合は、同じポートに接続されているホストに同じレベルのネットワーク アク

セスが提供されます。セカンダリ ホストが MACsec サプリカントの場合、認証できず、トラフィック 
フローは発生しません。非 MACsec ホストであるセカンダリ ホストは、マルチホスト モードであるた

め、認証なしでネットワークにトラフィックを送信できます。図 43-2 を参照してください。

図 43-2 標準マルチホスト モードの MACsec：非セキュア
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初にクライアントが成功した後、他のクライアントでは認証が必要ないため、マルチホスト モード

を使用することは推奨しません。これはセキュアではありません。

MKA 統計情報

一部の MKA カウンタはグローバルに集約され、その他のカウンタはグローバルとセッション単位の両

方で更新されます。また、MKA セッションのステータスに関する情報も取得できます。

次の例では、show mka statistics コマンドの出力を示します。

SWitch# show mka statistics
MKA Global Statistics
=====================
MKA Session Totals
   Secured.................... 32
   Reauthentication Attempts.. 31

   Deleted (Secured).......... 1
   Keepalive Timeouts......... 0

CA Statistics
   Pairwise CAKs Derived...... 32
   Pairwise CAK Rekeys........ 31
   Group CAKs Generated....... 0
   Group CAKs Received........ 0

SA Statistics
   SAKs Generated............. 32
   SAKs Rekeyed............... 31
   SAKs Received.............. 0
   SAK Responses Received..... 32

MKPDU Statistics
   MKPDUs Validated & Rx...... 580
      "Distributed SAK"..... 0
      "Distributed CAK"..... 0
   MKPDUs Transmitted......... 597
      "Distributed SAK"..... 32
      "Distributed CAK"..... 0

MKA Error Counter Totals
========================
Bring-up Failures.................. 0
Reauthentication Failures.......... 0

SAK Failures
   SAK Generation.................. 0
   Hash Key Generation............. 0
   SAK Encryption/Wrap............. 0
   SAK Decryption/Unwrap........... 0

CA Failures
   Group CAK Generation............ 0
   Group CAK Encryption/Wrap....... 0
   Group CAK Decryption/Unwrap..... 0
   Pairwise CAK Derivation......... 0
   CKN Derivation.................. 0
   ICK Derivation.................. 0
   KEK Derivation.................. 0
   Invalid Peer MACsec Capability.. 2

MACsec Failures
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   Rx SC Creation................... 0
   Tx SC Creation................... 0
   Rx SA Installation............... 0
   Tx SA Installation............... 0

MKPDU Failures
   MKPDU Tx......................... 0
   MKPDU Rx Validation.............. 0
   MKPDU Rx Bad Peer MN............. 0
   MKPDU Rx Non-recent Peerlist MN.. 0

出力フィールドの説明については、このリリースに対応するコマンド リファレンスを参照してくださ

い。

MACsec および MKA の設定
• 「MACsec MKA のデフォルト設定」（P.43-6）

• 「MKA ポリシーの設定」（P.43-6）

• 「インターフェイスでの MACsec の設定」（P.43-7）

MACsec MKA のデフォルト設定

MACsec はディセーブルです。MKA ポリシーは設定されていません。

MKA ポリシーの設定

MKA プロトコル ポリシーを作成するには、次の作業を実行します。MKA では 802.1X をイネーブル

にすることも必要であることに注意してください。

次に、MKA ポリシー relay-policy を設定する例を示します。

Switch(config)# mka policy replay-policy

コマンド 目的

ステップ 1 configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 mka policy policy-name MKA ポリシーを指定し、MKA ポリシー コンフィギュレーション モー

ドを開始します。ポリシー名の長さは 大で 16 文字です。

ステップ 3 replay-protection window-size 
frames

再送保護をイネーブルにして、ウィンドウ サイズをフレームの数で設定

します。指定できる範囲は 0 ～ 4294967295 です。デフォルトのウィン

ドウ サイズは 0 です。

ウィンドウ サイズに 0 を入力することと、no replay-protection コマン

ドを入力することとは異なります。ウィンドウ サイズを 0 に設定する

と、厳密なフレーム順序でリプレイ保護が使用されます。no 
replay-protection を入力すると、MACsec 再送保護が無効になります。

ステップ 4 end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show mka policy 入力を確認します。

ステップ 6 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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Switch(config-mka-policy)# replay-protection window-size 300
Switch(config-mka-policy)# end

インターフェイスでの MACsec の設定

音声用に 1 つの MACsec セッションとデータ用に 1 つの MACsec セッションを持つインターフェイス

に MACsec を設定するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 interface interface-id MACsec インターフェイスを指定し、インターフェイス コンフィギュ

レーション モードを開始します。インターフェイスは物理インターフェ

イスでなければなりません。

ステップ 3 switchport access vlan vlan-id ポートのアクセス VLAN を設定します。

ステップ 4 switchport mode access インターフェイスをアクセス ポートとして設定します。

ステップ 5 macsec インターフェイス上で 802.1ae MACsec をイネーブルにします。

ステップ 6 authentication event linksec fail 
action authorize vlan vlan-id

（任意）認証の試行に失敗した後で、ポート上の制限付き VLAN を許可

することによって、ユーザ証明書が認識されない認証リンク セキュリ

ティの問題をスイッチが処理することを指定します。

ステップ 7 authentication host-mode 
multi-domain

ホストと音声デバイスの両方が、802.1x で許可されたポート上で認証さ

れるように、ポート上の認証マネージャ モードを設定します。設定され

ていない場合、デフォルトのホスト モードはシングルです。

ステップ 8 authentication linksec policy 
must-secure 

LinkSec セキュリティ ポリシーを設定して、ピアを利用できる場合に、

MACsec でセッションをセキュアにします。設定されていない場合、デ

フォルト値は should secure です。

ステップ 9 authentication port-control auto ポートでの 802.1X 認証をイネーブルにします。スイッチとクライアン

ト間の認証交換に基づいてポートが許可ステートまたは無許可ステート

に変わります。

ステップ 10 mka policy policy-name 既存の MKA プロトコル ポリシーをインターフェイスに適用し、イン

ターフェイス上で MKA をイネーブルにします。（mka policy グローバ

ル コンフィギュレーション コマンドを入力して）MKA ポリシーが設定

されていない場合、mka default-policy インターフェイス コンフィギュ

レーション コマンドを入力して、MKA のデフォルトのポリシーをイン

ターフェイスに適用する必要があります。

ステップ 11 dot1x pae authenticator ポートを 802.1X ポート アクセス エンティティ（PAE）オーセンティ

ケータとして設定します。

ステップ 12 spanning-tree portfast 関連するすべての VLAN 内のインターフェイスで、スパニングツリー 
Port Fast をイネーブルにします。Port Fast 機能がイネーブルの場合、イ

ンターフェイスはブロッキング ステートからフォワーディング ステート

に直接移行します。その際に、中間のスパニングツリー ステートは変わ

りません。

ステップ 13 end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 14 show authentication session 
interface interface-id 

許可されたセッションのセキュリティ ステータスを確認します。

ステップ 15 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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これは、インターフェイス上での MACsec の設定と確認の例です。

Switch(config)# interface GigabitEthernet1/0/25
Switch(config-if)# switchport access vlan 10
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# macsec 
Switch(config-if)# authentication event linksec fail action authorize vlan 2 
Switch(config-if)# authentication host-mode multi-domain
Switch(config-if)# authentication linksec policy must-secure 
Switch(config-if)# authentication port-control auto
Switch(config-if)# mka policy replay-policy 
Switch(config-if)# dot1x pae authenticator
Switch(config-if)# spanning-tree portfast
Switch(config-if)# end
Switch# show authentication sessions interface gigabitethernet1/0/25
Interface: GigabitEthernet1/0/25
MAC Address: 001b.2140.ec3c
IP Address: 1.1.1.103
User-Name: ms1
Status: Authz Success
Domain: DATA
Security Policy: Must Secure ß--- New
Security Status: Secured ß--- New 
Oper host mode: multi-domain
Oper control dir: both
Authorized By: Authentication Server
Vlan Policy: 10
Session timeout: 3600s (server), Remaining: 3567s
Timeout action: Reauthenticate
Idle timeout: N/A
Common Session ID: 0A05783B0000001700448BA8
Acct Session ID: 0x00000019
Handle: 0x06000017
Runnable methods list:
Method State
dot1x Authc Success

Cisco TrustSec MACsec について

（注） MACsec は Catalyst 4500 シリーズ スイッチのユニバーサル k9 イメージでサポートされます。これは 
NPE ライセンスまたは LAN ベース サービス イメージではサポートされません。

表 43-2 で、スイッチでサポートされる Cisco TrustSec 機能について説明します。詳細については、

『Cisco TrustSec Switch Configuration Guide』を参照してください。
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/trustsec/configuration/guide/arch_over.html#wp105456
1

表 43-2 Cisco TrustSec の機能

Cisco TrustSec の機能 説明 

802.1AE 暗号化（MACsec） 802.1AE に基づくワイヤレート ホップ単位レイヤ 2 暗号化のプロトコル。

MACsec 対応デバイス間において、パケットは送信デバイスからの出力で暗

号化され、受信デバイスへの入力で復号化されます。デバイス内では平文で

す。

この機能は、802.1AE 対応デバイス間だけで使用できます。

http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/trustsec/configuration/guide/arch_over.html#wp1054561
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/trustsec/configuration/guide/arch_over.html#wp1054561
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リンクの両端で 802.1AE MACsec をサポートしている場合、SAP ネゴシエーションが実行されます。

サプリカントとオーセンティケータの間で EAPOL-Key が交換され、暗号スイートのネゴシエーショ

ン、セキュリティ パラメータの交換、およびキーの管理が実行されます。これらの作業が正常に完了

すると、セキュリティ アソシエーション（SA）が確立します。

ソフトウェア バージョンとライセンスおよびリンク ハードウェア サポートに応じて、SAP ネゴシエー

ションは次の動作モードの 1 つを使用できます。

• Galois Counter Mode（GCM）：認証と暗号化

• GCM 認証（GMAC）：GCM 認証、暗号化なし

• カプセル化なし：カプセル化なし（クリア テキスト） 

• null：カプセル化、認証または暗号化なし

Cisco TrustSec は、AES-128 GCM および GMAC を使用し、802.1AE 規格に準拠しています。GCM 
は、NPE または LAN ベース イメージを実行しているスイッチではサポートされません。

Cisco TrustSec SAP NDAC は、ネットワーク デバイスからネットワーク デバイスへのリンク、つまり

スイッチ間リンクのみで使用することを意図しているため、トランク ポートでサポートされます。次

のものではサポートされません。

• ホスト側のアクセス ポート（これらのポートは、MKA MACsec をサポートします）

• スイッチ仮想インターフェイス（SVI）

• SPAN 宛先ポート

スイッチは、セキュリティ グループ ACL もサポートしません。

Cisco TrustSec ネットワークを作成するために Cisco TrustSec クレデンシャルを設定する必要がありま

す。

802.1X モードまたは手動モードで Cisco TrustSec リンク層セキュリティを設定できます。

ネットワーク デバイス アドミッション コン

トロール（NDAC）

NDAC は、TrustSec ドメイン内の各ネットワーク デバイスがピア デバイス

のクレデンシャルおよび信頼性を確認できる認証プロセスです。NDAC は、

IEEE 802.1X ポート ベースの認証に基づく認証フレームワークを使用し、

EAP 方式として Extensible Authentication Protocol Flexible Authentication 
via Secure Tunnel（EAP-FAST）を使用します。NDAC で認証および許可

されると、802.1AE 暗号化のためのセキュリティ アソシエーション プロト

コル ネゴシエーションが実行されます。

セキュリティ アソシエーション プロトコル

（SAP）
SAP はスイッチ間のシスコ独自のキー交換プロトコルです。NDAC スイッ

チ間認証の後、SAP は、その後の TrustSec ピア間のスイッチ間 MACSec 暗
号化のキーおよび暗号スイートについて、自動的にネゴシエーションを行い

ます。プロトコルの記述は機密保持契約の下で利用できます。

セキュリティ グループ タグ（SGT） 

（注） SGT はこのリリースでサポートされ

ていません。

SGT は、TrustSec ドメイン内の送信元のセキュリティ分類を示す 16 ビット

の単一ラベルです。イーサネット フレームまたは IP パケットに追加されま

す。

SXPv2 を含む SGT Exchange Protocol
（SXP）

SXP を使用すると、TrustSec にハードウェアで対応していないデバイスが、

Cisco アクセス コントロール システム（ACS）からの認証済みユーザまた

はデバイスの SGT 属性を受信できます。デバイスは、タグ付けおよびセ

キュリティ グループ ACL（SGACL）の適用のために、TrustSec にハード

ウェアで対応しているデバイスに、送信元 IP から SGT へのバインディング

を転送します。

表 43-2 Cisco TrustSec の機能 （続き）

Cisco TrustSec の機能 説明 
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Cisco TrustSec MACsec の設定

（注） MACsec は Catalyst 4500 シリーズ スイッチのユニバーサル k9 イメージでサポートされます。これは 
NPE ライセンスまたは LAN ベース サービス イメージではサポートされません。

次の内容について説明します。

• 「スイッチの Cisco TrustSec クレデンシャルの設定」（P.43-10）

• 「802.1X モードでの Cisco TrustSec スイッチ間のリンク セキュリティの設定」（P.43-11）

• 「手動モードでの Cisco TrustSec スイッチ間リンク セキュリティの設定」（P.43-12）

• 「Cisco TrustSec スイッチ間リンク セキュリティの設定例」（P.43-14）

（注） 後の項のサンプル設定は、AAA および RADIUS の設定を示します。スイッチ間のセキュリティを

設定する前に、RADIUS および AAA の設定にこの例を使用します。

スイッチの Cisco TrustSec クレデンシャルの設定

Cisco TrustSec 機能をイネーブルにするには、他の TrustSec 設定で使用するスイッチで Cisco TrustSec 
クレデンシャルを作成する必要があります。

Cisco TrustSec クレデンシャルを設定するには、次の作業を行います。

Cisco TrustSec クレデンシャルを削除するには、clear cts credentials 特権 EXEC コマンドを入力しま

す。

次に、Cisco TrustSec クレデンシャルを作成する例を示します。

Switch# cts credentials id trustsec password mypassword
CTS device ID and password have been inserted in the local keystore. Please make
 sure that the same ID and password are configured in the server database.

Switch# show cts credentials
CTS password is defined in keystore, device-id = trustsecchange-password  Initiate 
password change with AAA server

コマンド 目的

ステップ 1 cts credentials id device-id password 
cts-password

EAP-FAST を使用して他の Cisco TrustSec デバイスで認証すると

きにこのスイッチが使用する Cisco TrustSec クレデンシャルを指

定します。

• id device-id：スイッチの Cisco TrustSec デバイス ID を指定し

ます。device-id 引数は、 大 32 文字で大文字と小文字を区別

します。

• password cts-password：デバイスの Cisco TrustSec パスワー

ドを指定します。

ステップ 2 show cts credentials （任意）スイッチで設定された Cisco TrustSec クレデンシャルを表

示します。

ステップ 3 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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（注） Cisco TrustSec MACsec 認証を設定する前に、Cisco TrustSec シードおよび非シード デバイスを設定す

る必要があります。802.1X モードでは、アクセス コントロール システム（ACS）に も近い少なく

とも 1 台のシード デバイスを設定する必要があります。『Cisco TrustSec Switch Configuration Guide』
のこの項を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/trustsec/configuration/guide/trustsec.html

802.1X モードでの Cisco TrustSec スイッチ間のリンク セキュリティの
設定

別の Cisco TrustSec デバイスに接続されているインターフェイス上で Cisco TrustSec リンク層スイッ

チ間セキュリティをイネーブルにします。インターフェイス上で 802.1X モードの Cisco TrustSec を設

定する場合は、次の注意事項に従ってください。

• 802.1X モードを使用するには、各デバイスでグローバルに 802.1X をイネーブルにする必要があ

ります。

• SAP 動作モードとして GCM を選択すると、シスコの MACsec 暗号化ソフトウェア ライセンスが

必要です。

（注） MACsec は Catalyst 4500 シリーズ スイッチのユニバーサル k9 イメージでサポートされます。

これは NPE ライセンスまたは LAN ベース サービス イメージではサポートされません。

必要なライセンスなしで GCM を選択した場合、インターフェイスはリンク ダウン状態になりま

す。

802.1X で Cisco TrustSec スイッチ間リンク層セキュリティを設定するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 interface interface-id インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 3 cts dot1x インターフェイスを NDAC 認証を実行するように設定します。

http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/trustsec/configuration/guide/trustsec.html
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次に、優先 SAP モードとして GCM を使用してインターフェイス上で 802.1X モードで Cisco TrustSec 
認証をイネーブルにする例を示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# interface tengigabitethernet 1/1/2
Switch(config-if)# cts dot1x
Switch(config-if-cts-dot1x)# sap mode-list gcm-encrypt null no-encap
Switch(config-if-cts-dot1x)# exit
Switch(config-if)# end

手動モードでの Cisco TrustSec スイッチ間リンク セキュリティの設定

スイッチ が認証サーバにアクセスできない場合、または 802.1X 認証が必要でない場合、インターフェ

イスで Cisco TrustSec を手動で設定できます。接続の両側のインターフェイスを手動で設定する必要

があります。

ステップ 4 sap mode-list mode1 [mode2 [mode3 
[mode4]]]

（任意）インターフェイスに SAP 動作モードを設定します。イン

ターフェイスは相互に受け入れ可能なモード用のピアとネゴシ

エートします。優先する順序で許容されるモードを入力します。

mode の選択肢は次のとおりです。

• gcm-encrypt：認証と暗号化

（注） ソフトウェア ライセンスが MACsec 暗号化をサポートす

る場合、MACsec の認証と暗号化にこのモードを選択しま

す。

• gmac：認証、暗号化なし

• no-encap：カプセル化なし

• null：カプセル化、認証または暗号化なし

（注） インターフェイスでデータ リンク暗号化を使用できない場

合は、デフォルトおよび唯一使用可能な SAP 動作モードは 
no-encap です。SGT はサポートされません。

（注） CLI ヘルプには表示されますが、timer reauthentication および propagate sgt キーワードはサポー

トされません。ただし、no propagate sgt キーワードはサポートされます（次の項のステップ 5 を参

照してください）。

ステップ 5 exit Cisco TrustSec 802.1X インターフェイス コンフィギュレーション 
モードを終了します。

ステップ 6 end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 7 show cts interface [interface-id | brief 
| summary]

（任意）TrustSec 関連のインターフェイス特性を表示して、設定を

確認します。

ステップ 8 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 目的
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インターフェイスの Cisco TrustSec を手動で設定する場合は、次のような使用上の注意事項、および

制約事項を考慮してください。

• SAP パラメータが定義されていない場合、Cisco TrustSec カプセル化または暗号化は行われませ

ん。

• SAP 動作モードとして GCM を選択すると、シスコの MACsec 暗号化ソフトウェア ライセンスが

必要です。必要なライセンスなしで GCM を選択した場合、インターフェイスはリンク ダウン状態

になります。

• これらの保護レベルは、SAP の Pairwise Master Key（sap pmk）を設定する場合にサポートされ

ます。

– SAP が設定されていない：保護は行われません。

– sap mode-list gcm-encrypt gmac no-encap：保護が望ましいものの必須ではありません。

– sap mode-list gcm-encrypt gmac：機密保持が望ましく整合性が必要です。保護はサプリカン

トの設定に応じてサプリカントによって選択されます。

– sap mode-list gmac：整合性のみ。

– sap mode-list gcm-encrypt：機密保持が必要です。

– sap mode-list gmac gcm-encrypt：整合性が必要かつ推奨され、機密保持は任意です。

特定のインターフェイス上で、別の Cisco TrustSec デバイスに Cisco TrustSec を手動で設定するには、

次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 interface interface-id インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 3 cts manual Cisco TrustSec 手動コンフィギュレーション モードを開始しま

す。

ステップ 4  sap pmk key [mode-list mode1 [mode2 
[mode3 [mode4]]]]

（任意）SAP の Pairwise Master Key（PMK）と動作モードを設

定します。Cisco TrustSec の手動モードでは、SAP はデフォル

トでディセーブルになっています。

• key：文字数が偶数個で 大 32 文字の 16 進値。

SAP 動作モードのオプションは次のとおりです。

• gcm-encrypt：認証と暗号化

（注） ソフトウェア ライセンスが MACsec 暗号化をサポート

する場合、MACsec の認証と暗号化にこのモードを選択

します。

• gmac：認証、暗号化なし

• no-encap：カプセル化なし

• null：カプセル化、認証または暗号化なし

（注） インターフェイスでデータ リンク暗号化を使用できない

場合は、デフォルトおよび唯一使用可能な SAP 動作モー

ドは no-encap です。SGT はサポートされません。
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次に、インターフェイスに Cisco TrustSec 認証を手動モードで設定する例を示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# interface tengiigabitethernet 1/1/2
Switch(config-if)# cts manual 
Switch(config-if-cts-manual)# sap pmk 1234abcdef mode-list gcm-encrypt null no-encap
Switch(config-if-cts-manual)# no propagate sgt
Switch(config-if-cts-manual)# exit 
Switch(config-if)# end

Cisco TrustSec スイッチ間リンク セキュリティの設定例

次に、Cisco TrustSec スイッチ間のセキュリティのためにシードおよび非シード デバイスに必要な設

定を示します。リンク セキュリティ用に AAA および RADIUS を設定する必要があります。この例で

は、ACS-1 から ACS-3 は任意のサーバ名、cts-radius は Cisco TrustSec サーバです。

シード デバイスの設定

Switch(config)# aaa new-model
Switch(config)# radius server ACS-1 address ipv4 10.5.120.12 auth-port 1812 acct-port 1813 
pac key cisco123
Switch(config)# radius server ACS-2 address ipv4 10.5.120.14 auth-port 1812 acct-port 1813 
pac key cisco123
Switch(config)# radius server ACS-3 address ipv4 10.5.120.15 auth-port 1812 acct-port 1813 
pac key cisco123
Switch(config)# aaa group server radius cts-radius
Switch(config-sg-radius)# server name ACS-1
Switch(config-sg-radius)# server name ACS-2
Switch(config-sg-radius)# server name ACS-3
Switch(config-sg-radius)# exit
Switch(config)# aaa authentication login default none
Switch(config)# aaa authentication dot1x default group cts-radius
Switch(config)# aaa authentication network cts-radius group radius
Switch(config)# aaa session-id common
Switch(config)# cts authorization list cts-radius
Switch(config)# dot1x system-auth-control

Switch(config)# interface gi1/1/2
Switch(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# cts dot1x 
Switch(config-if-cts-dot1x)# sap mode-list gcm-encrypt gmac 
Switch(config-if-cts-dot1x)#exit 
Switch(config-if)# exit

ステップ 5 no propagate sgt インターフェイスがピアに SGT を送信できなくなり、手動モー

ドで必要です。

ピアが SGT を処理できない場合、このコマンドの no 形式を使

用します。

ステップ 6 exit Cisco TrustSec 802.1X インターフェイス コンフィギュレーショ

ン モードを終了します。

ステップ 7 end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 8 show cts interface [interface-id | brief | 
summary]

（任意）TrustSec 関連のインターフェイス特性を表示して、設定

を確認します。

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

コマンド 目的
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Switch(config)# interface gi1/1/4
Switch(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# cts manual 
Switch(config-if-cts-dot1x)# sap pmk 033445AABBCCDDEEFF mode-list gcm-encrypt gmac
Switch(config-if-cts-dot1x)# no propagate sgt 
Switch(config-if-cts-dot1x)# exit 
Switch(config-if)# exit

Switch(config)# radius-server vsa send authentication
Switch(config)# end
Switch# cts credentials id cts-36 password trustsec123

非シード デバイス

Switch(config)# aaa new-model
Switch(config)# aaa session-id common
Switch(config)# dot1x system-auth-control

Switch(config)# interface gi1/1/2
Switch(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# shutdown
Switch(config-if)# cts dot1x 
Switch(config-if-cts-dot1x)# sap mode-list gcm-encrypt gmac 
Switch(config-if-cts-dot1x)# exit 
Switch(config-if)# exit
 
Switch(config)# interface gi1/1/4
Switch(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if)#  switchport mode trunk
Switch(config-if)# shutdown
Switch(config-if)# cts manual 
Switch(config-if-cts-dot1x)#  sap pmk 033445AABBCCDDEEFF mode-list gcm-encrypt gmac
Switch(config-if-cts-dot1x)# no propagate sgt 
Switch(config-if-cts-dot1x)# exit 
Switch(config-if)# exit
Switch(config)# radius-server vsa send authentication
Switch(config)# end
Switch# cts credentials id cts-72 password trustsec123
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802.1X ポートベース認証の設定

この章では、Catalyst 4500 シリーズ スイッチで IEEE（米国電気電子学会）802.1X ポートベース認証

を設定して、不正なデバイス（クライアント）によるネットワークへのアクセスを防止する方法につい

て説明します。

この章の主な内容は、次のとおりです。

• 「802.1X ポートベース認証について」（P.44-1） 

• 「802.1X ポートベース認証の設定」（P.44-28）

• 「RADIUS によるスイッチ アクセスの制御」（P.44-93）

• 「802.1X 統計情報およびステータスの表示」（P.44-114）

• 「認証の詳細の表示」（P.44-115）

• 「Cisco IOS XE 3.1.0 SG Release の Cisco IOS Security 機能」（P.44-119）

（注） この章で使用するスイッチ コマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL で『Cisco 
Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』と関連資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products//hw/switches/ps4324/index.html

『Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』に掲載されていないコマンドについては、より詳

細な Cisco IOS ライブラリを参照してください。次の URL でCisco IOS コマンド リファレンスと関連

資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html

802.1X ポートベース認証について
802.1X では、クライアント /サーバ ベースのアクセス コントロールと認証プロトコルとして 802.1X 
ポートベース認証を定義し、不正なクライアントが一般的にアクセス可能なポートを通じて LAN に接

続するのを制限します。認証サーバは、オーセンティケータ（ネットワーク アクセス スイッチ）ポー

トに接続された各サプリカント（クライアント）を確認してから、スイッチまたは LAN が提供する

サービスを利用できるようにします。

http://www.cisco.com/en/US/products//hw/switches/ps4324/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html
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（注） 802.1X をサポートするには、Remote Authentication Dial-In User Service（RADIUS）用に設定された

認証サーバが必要です。ネットワーク アクセス スイッチが設定済みの RADIUS サーバにパケットを

ルーティングできないと、802.1X 認証は機能しません。スイッチがパケットをルーティングできるこ

とを確認するには、スイッチからサーバに ping を送信します。

クライアントが認証されるまでは、クライアントが接続されたポートを使用する Extensible 
Authentication Protocol over LAN（EAPOL）トラフィックだけが許容されます。認証が成功すると、

通常のトラフィックがポートを使用できるようになります。

802.1X ポートベースの認証を設定するには、以下に説明する概念を理解する必要があります。

• 「デバイスの役割」（P.44-2）

• 「802.1X とネットワーク アクセス コントロール」（P.44-3）

• 「認証の開始およびメッセージ交換」（P.44-4）

• 「許可ステートおよび無許可ステートのポート」（P.44-5）

• 「802.1X ホスト モード」（P.44-7）

• 「802.1X 違反モード」（P.44-10）

• 「MAC 移動の使用」（P.44-10）

• 「MAC 置換の使用」（P.44-10）

• 「VLAN 割り当てを使用した 802.1X 認証の利用」（P.44-11）

• 「ゲスト VLAN を使用した 802.1X 認証の使用」（P.44-12）

• 「MAC 認証バイパスを使用した 802.1X 認証の利用」（P.44-13）

• 「Web ベース認証を使用した 802.1X 認証の利用」（P.44-15）

• 「アクセス不能認証バイパスを使用した 802.1X 認証の利用」（P.44-15）

• 「単方向制御ポートを使用した 802.1X 認証の利用」（P.44-16）

• 「VLAN ユーザ分散を使用した 802.1X の利用」（P.44-17）

• 「認証失敗 VLAN 割り当てを使用した 802.1X 認証の利用」（P.44-18）

• 「ポート セキュリティを使用した 802.1X 認証の利用」（P.44-20）

• 「ACL 割り当てとリダイレクト URL を使用した 802.1X 認証の使用」（P.44-21）

• 「RADIUS によるセッション タイムアウトを使用した 802.1X 認証の利用」（P.44-22）

• 「音声 VLAN ポートを使用した 802.1X 認証の利用」（P.44-23）

• 「複数ドメイン認証と複数認証の使用」（P.44-24）

• 「Network Edge Access Topology を使用した 802.1X サプリカントおよびオーセンティケータ」

（P.44-25）

• 「ポート上で 802.1X が失敗する場合」（P.44-26）

• 「サポートされるトポロジ」（P.44-27）

デバイスの役割

802.1X ポートベース認証では、ネットワーク装置は特定の役割を果たします。図 44-1 に、下記の各装

置の役割を示します。
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図 44-1 802.1X デバイスのロール

• クライアント：LAN へのアクセスを要求し、スイッチからの要求に応答するワークステーション。

ワークステーションは、802.1X 準拠のクライアント ソフトウェアが動作するものでなければなり

ません。

（注） 802.1X 準拠のクライアント アプリケーション ソフトウェア（Microsoft の Windows 2000 
Professional や Windows XP など）の詳細については、次の URL にある Microsoft 
Knowledge Base Article の資料を参照してください。
http://support.microsoft.com

• オーセンティケータ：クライアントの認証ステータスに基づいて、ネットワークへの物理アクセス

を制御します。Catalyst 4500 シリーズ スイッチは、クライアントと認証サーバ間の仲介装置とし

て機能し、クライアントに識別情報を要求してその情報を認証サーバで確認し、クライアントに応

答をリレーします。スイッチは Extensible Authentication Protocol（EAP）フレームのカプセル化

およびカプセル化解除を行い、RADIUS 認証サーバと対話します。

スイッチが EAPOL フレームを受信して認証サーバにリレーすると、イーサネット ヘッダーが取

り除かれ、残りの EAP フレームが RADIUS 形式で再度カプセル化されます。カプセル化では 
EAP フレームの変更または検証は行われず、認証サーバはネイティブ フレーム フォーマットの 
EAP をサポートしなければなりません。スイッチが認証サーバからフレームを受信すると、サー

バからフレーム ヘッダーが削除され、EAP フレームが残ります。これがイーサネット用にカプセ

ル化されてクライアントに送信されます。

（注） Catalyst 4500 シリーズ スイッチでは、RADIUS クライアントおよび 802.1X をサポートするソ

フトウェアを実行している必要があります。

• 認証サーバ：クライアントの実際の認証を行います。認証サーバは、クライアントの識別情報を確

認し、LAN およびスイッチ サービスへのクライアントのアクセスを許可することをスイッチに通

知します。（サポートされる認証サーバは、EAP 拡張機能を備えた RADIUS 認証サーバのみです。

これは、Cisco Secure Access Control Server バージョン 3.2 以降のリリースで使用できます）。

802.1X とネットワーク アクセス コントロール

ネットワーク アクセス コントロールは、ポート アクセス ポリシーが認証装置のアンチウイルス ポス

チャによって影響を受ける機能です。
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アンチ ウイルスのポスチャには、デバイスで実行されているオペレーティング システム、オペレー

ティング システムのバージョン、アンチウイルス ソフトウェアがインストールされているかどうか、

使用できるウイルス シグニチャのバージョンなどの要素が含まれています。認証デバイスに NAC 対応 
802.1X サプリカントがあり、802.1X を使用して NAC をサポートするように認証サーバが設定されて

いる場合、ウィルスのポスチャ情報は 802.1X 認証交換の一部として自動的に含まれます。

NAC の詳細については、次の URL を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns617/networking_solutions_sub_solution_home.html

認証の開始およびメッセージ交換

スイッチまたはクライアントのどちらからでも、認証を開始できます。以下を使用してポート上で認証

をイネーブルにする場合、ポートのリンク ステートが移行したことを確認したときに、

authentication port-control auto インターフェイス コンフィギュレーション コマンド（Cisco IOS 
Release 12.2(46) SG 以前のリリースでは dot1x port-control auto コマンド）を使用して、スイッチ認

証を開始する必要があります。次に EAP-Request/Identity フレームをクライアントに送信して識別情

報を要求します（一般に、スイッチは 初の Identity/Request フレームを送信して、そのあとで 1 つま

たは複数の認証情報の要求を送信します）。クライアントはフレームを受信すると、

EAP-Response/Identity フレームで応答します。

ただし、クライアントが起動時にスイッチからの EAP-Request/Identity フレームを受信しなかった場

合、クライアントは EAPOL-Start フレームを送信して認証を開始できます。このフレームはスイッチ

に対し、クライアントの識別情報を要求するように指示します。

ネットワーク アクセス スイッチで 802.1X がイネーブルになっていない場合、またはサポートされて

いない場合は、クライアントからの EAPOL フレームはドロップされます。クライアントが認証の開始

を 3 回試みても EAP EAP-Request/Identity フレームを受信しなかった場合、クライアントはポートが

許可ステートにあるかのようにフレームの送信を開始します。ポートが認証ステートであるということ

は、クライアントが正しく認証されていることを意味します。クライアントが自らの識別情報を提示す

ると、スイッチは仲介デバイスとしての役割を開始し、認証が成功または失敗するまで、クライアント

と認証サーバの間で EAP フレームを送受信します。認証が成功すると、スイッチ ポートは許可ステー

トになります。

実際に行われる EAP フレーム交換は、使用する認証方式によって異なります。図 44-2 に、認証サーバ

で One-Time-Password（OTP）認証方式を使用するクライアントによって開始されるメッセージ交換

を示します。

http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns617/networking_solutions_sub_solution_home.html
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図 44-2 メッセージ交換

許可ステートおよび無許可ステートのポート

スイッチ ポートのステートによって、クライアントがネットワーク アクセスを許可されているかどう

かがわかります。ポートは、無許可ステートで開始します。ポートはこのステートにある間、802.1X 
プロトコル パケットを除いてすべての入力トラフィックおよび出力トラフィックを許容しません。ク

ライアントが正常に認証されると、ポートは許可ステートに移行し、そのクライアントへのすべてのト

ラフィックが許容されます。

802.1X 非対応クライアントが無許可ステートの 802.1X ポートに接続している場合、スイッチはクラ

イアントの識別情報を要求します。この状況では、クライアントは要求に応答せず、ポートは引き続き

無許可ステートのままであり、クライアントはネットワーク アクセスを許可されません。802.1X 非対

応クライアントに接続されたポート上にゲスト VLAN が設定されている場合、このポートは設定され

たゲスト VLAN に追加され、許可ステートになります。詳細については、「ゲスト VLAN を使用した 
802.1X 認証の使用」（P.44-12）を参照してください。 

これに対し、802.1x 対応のクライアントが、802.1x プロトコルプロトコルを実行していないポートに

接続すると、クライアントは EAPOL 開始フレームを送信して認証プロセスを開始します。応答を受信

しなかった場合、クライアントは要求を固定回数だけ送信します。応答が得られないため、クライアン

トはポートが許可ステートにあるかのようにフレームの送信を開始します。

authentication port-control インターフェイス コンフィギュレーション コマンド（Cisco IOS Release 
12.2(46)SG 以前では dot1x port-control auto コマンド）およびこれらのキーワードを使用することに

より、ポート認可状態をコントロールできます。

• force-authorized：802.1X 認証をディセーブルにして、認証交換を要求せずにポートを許可ス

テートに移行させます。ポートはクライアントの 802.1x ベース認証なしで通常のトラフィックを

送受信します。この設定は、デフォルトです。

EAPOL-Start

EAP-Request/Identity

EAP-Response/Identity

EAP-Request/OTP

EAP-Response/OTP

EAP 

RADIUS Access-Request

RADIUS Access-Challenge

RADIUS Access-Request

RADIUS Access-Accept

EAPOL-Logoff
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• force-unauthorized：ポートが無許可ステートのままになり、クライアントからの認証の試みをす

べて無視します。スイッチはインターフェイスを使用してクライアントに認証サービスを提供でき

ません。

• auto：802.1X 認証をイネーブルにして、ポートに無許可ステートを開始させ、EAPOL フレーム

だけがポートを使用して送受信できるようにします。ポートのリンク ステートがダウンからアッ

プに移行するか、または EAPOL-Start フレームを受信すると、認証プロセスが開始されます。ス

イッチはクライアントの識別情報を要求し、クライアントと認証サーバとの間で認証メッセージの

リレーを開始します。スイッチはクライアントの MAC アドレスを使用して、ネットワーク アクセ

スを試みる各クライアントを一意に識別します。

クライアントが正常に認証されると（認証サーバから Accept フレームを受信する）、ポートが許可ス

テートに変わり、認証されたクライアントのフレームはすべてそのポートを使用して許可されます。認

証が失敗した場合、ポートは無許可ステートのままですが、認証を再試行できます。認証サーバにアク

セスできない場合、スイッチは要求を再送信できます。指定された回数試行してもサーバから応答が得

られない場合は、認証が失敗し、ネットワーク アクセスは許可されません。

ポートのリンク ステートがアップからダウンに移行した場合、または EAPOL-Logoff フレームを受信

した場合、ポートは無許可ステートに戻ります。

MDA がポートでイネーブルになっている場合、音声認証に適用可能な一部の例外付きでこのフローを

使用できます。MDA の詳細については、「複数ドメイン認証と複数認証の使用」（P.44-24）を参照し

てください。

図 44-3 に、認証プロセスを示します。
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図 44-3 認証フローチャート

802.1X ホスト モード

802.1X ポートのホスト モードでは、ポート上で複数のクライアントが認証可能かどうかや、認証方法

が、決定されます。次のセクションの説明のとおり、802.1X ポートを設定すると、5 つのホスト モー

ドのうち任意のものを使用できます。また、認証前オープン アクセスを許可するために、各モードを

変更できます。

• 「シングルホスト モード」（P.44-8）

• 「複数ホスト モード」（P.44-8）

• 「マルチドメイン認証モード」（P.44-8）

• 「マルチ認証モード」（P.44-9）
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• 「認証前オープン アクセス」（P.44-9）

シングルホスト モード

単一ホストまたは複数ホスト モードの 802.1X ポートを設定できます。単一ホスト モード（図 44-1
（P.44-3） を参照）では、802.1X 対応スイッチ ポートに接続できるのは 1 つのクライアントだけです。

スイッチは、ポートのリンク ステートがアップに変化したときに、EAPOL フレームを送信することで

クライアントを検出します。クライアントがログオフしたとき、または別のクライアントに代わったと

きには、スイッチはポートのリンク ステートをダウンに変更し、ポートは無許可ステートに戻ります。

複数ホスト モード

複数ホスト モードでは、複数のホストを 1 つの 802.1X 対応ポートに接続できます。図 44-4（P.44-8）
に、ワイヤレス LAN 上での 802.1X ポートベースの認証を示します。このモードでは、接続されたク

ライアントのうち 1 つが許可されれば、クライアントすべてのネットワーク アクセスが許可されます。

ポートが無許可ステートになると（再認証が失敗した場合、または EAPOL ログオフ メッセージを受

信した場合）、スイッチは接続されたすべてのクライアントのネットワーク アクセスを拒否します。こ

のトポロジでは、ワイヤレス アクセス ポイントが接続しているクライアントの認証を処理し、スイッ

チに対してクライアントとしての役割を果たします。

マルチ ホスト モードがイネーブルになっている場合、802.1X 認証を使用してポートおよびポート セ
キュリティを認証し、クライアントも含めて、すべての MAC アドレスへのネットワーク アクセスを

管理できます。

図 44-4 マルチ ホスト モードの例

マルチドメイン認証モード

Cisco IOS Release 12.2(37)SG、Catalyst 4500 シリーズ スイッチ以降は、MDA（マルチドメイン認

証）をサポートします。MDA では、802.1X を使用して、IP Phone（Cisco またはサードパーティ）お

よび IP Phone に接続されている単一ホストを個々に認証でき、MAC 認証バイパス（MAB）または

（ホストのみに対して）Web ベースの認証が可能です。このアプリケーションでは、マルチドメイン
は、データと音声の 2 つのドメインを指し、1 ポートごとに 2 つの MAC アドレスのみ使用できます。

1 つのスイッチでは、これらが同じスイッチ ポートにある場合でも、データ VLAN にホストを、音声 
VLAN に IP Phone をそれぞれ置くことができます。データ VLAN および音声 VLAN は、CLI 設定で

指定できます。デバイスは、認証、許可、アカウンティング（AAA）サーバから受信したベンダー固

有属性（VSA）によって、データまたは音声のいずれかとして認識されます。データ VLAN と音声 
VLAN は、認証中に（AAA）サーバから受信した VSA からも取得されます。

10
12

27

 

 RADIUS
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図 44-5 マルチドメイン認証モードの例 

図 44-5 に、802.1X がイネーブルのポートに接続されている IP Phone に接続された単一ホストがある、

典型的な MDA アプリケーションを示します。クライアントはスイッチに直接接続されないため、クラ

イアントが接続されていない場合、スイッチでは、ポート リンクの切断を検出できません。別のデバ

イスで、接続されていないクライアントで確立された認証が後で使用されることを防ぐため、Cisco IP 
Phone は、Cisco Discovery Protocol（CDP）のホスト表示 Type-Length-Value（TLV）に対して、接

続されているクライアントのポート リンク状態に変更があったスイッチを通知します。

MDA の設定方法については、「複数ドメイン認証と複数認証の使用」（P.44-24）を参照してください。

マルチ認証モード

Cisco IOS Release 12.2(50)SG から、マルチ認証モードでは、音声 VLAN 上の 1 つのクライアントと、

データ VLAN 上の複数の認証済みクライアントを使用できます。ハブまたはアクセス ポイントが 
802.1X ポートに接続されているときに、接続されている各クライアントの認証を要求することにより、

マルチ認証モードによって、複数ホスト モードを介して拡張セキュリティが用意されます。非 802.1X 
デバイスでは、個々のホスト認証のフォールバック方式として MAB または Web ベースの認証を使用

でき、これによって、単一ポート上の異なる方式を介して異なるホストを認証できます。

マルチ認証では、認証サーバから受信した VSA により、データ VLAN または音声 VLAN のいずれか

に対して認証済みデバイスを割り当てることによって、音声 VLAN 上で MDA 機能もサポートされま

す。

（注） ポートがマルチ認証モードの場合、ゲスト VLAN および認証失敗 VLAN は、データ デバイスに対し

てアクティブになりません。

認証前オープン アクセス

Cisco IOS Release 12.2(50)SG から、認証前にデバイスからネットワークにアクセスできるよう、4 つ
のホスト モードのうち任意のモードを追加設定することができます。この認証前オープン アクセスは、

Pre-boot eXecution Environment（PXE）などのアプリケーションで役に立ちます。PXE では、デバイ

スがネットワークにアクセスし、認証クライアントを含むブート可能イメージをダウンロードする必要

があります。

ホスト モード設定後に、authentication open コマンドを入力することにより、認証前オープン アクセ

スをイネーブルにします。設定済みホスト モードに対する拡張機能として動作します。たとえば、単

一ホスト モードで認証前オープン アクセスがイネーブルにされている場合、ポートでは、1 つの MAC 
アドレスのみ使用できます。認証前オープン アクセスがイネーブルの場合、ポート上に設定されてい

る 802.1X とは別の他のアクセス制限によってのみ、ポート上の初期トラフィックは、制限されます。

ポート上で 802.1X 以外のアクセス制限が設定されていない場合は、設定された VLAN 上でクライア

ント デバイスがフル アクセスできます。

IP

IP Phone RADIUS

18
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 802.1X 違反モード

違反モード（制限、シャットダウン、および置換）を設定するには、authentication violation イン

ターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。

シングル ホスト モードで、セュリティ違反は、データ VLAN で複数のデバイスが検出された場合に発

生します。マルチドメイン認証モードで、セュリティ違反は、データ VLAN または音声 VLAN で複数

のデバイスが検出された場合に発生します。

セキュリティ違反は、マルチホスト モードまたはマルチ認証モードでは発生しません。

セキュリティ違反が発生すると、ポートは、次のような設定された違反アクションに応じて保護されま

す。

シャットダウン：ポートを errdisable にします（ポートのデフォルト動作）。

制限：ポート ステートは影響を受けません。ただし、攻撃 MAC アドレスからのトラフィックを制

限するように、プラットフォームは通知を受けます。

置換：ポートを errdisable にし、または制限する代わりに、新しいホストで既存のホストを置換し

ます。

詳細については、「違反アクションの設定」（P.44-55）を参照してください。

MAC 移動の使用

ホストは、別のスイッチのポートに移動したかのように、制限なしで、同じまたは別の VLAN 上のス

イッチ内のポート間で移動できる必要があります。

Cisco IOS Release 12.2(54) SG よりも前では、MAC アドレスが 1 つのスイッチ ポートで認証される

と、そのアドレスは別の 802.1X スイッチ ポートで許可されません。スイッチが別の 802.1X ポートで

同じ MAC アドレスを検出した場合、このアドレスは許可されません。

Cisco IOS Release 12.2(54) SG 以降では、同じスイッチの別のポートに MAC アドレスを移動できま

す。ただし、 初のホストが接続解除されたときに、ポートダウン イベントまたはプロキシ 
EAPoL-Logoff/CDP TLV が受信される場合、これは直接接続ホストまたは Cisco 電話機の背後にある

ホストに対して、適切ではありません。これは、ハブから接続解除されるホスト、サードパーティの電

話機、またはレガシー Cisco 電話に対して適切で、セッションは維持されます。MAC 移動ではこのよ

うなホストをデバイスから接続解除して、同じスイッチの別のポートに直接接続できます。

デバイスが新しいポートで再認証されるように、MAC 移動をグローバルにイネーブルにできます。ホ

ストが別のポートに移動すると、 初のポートのセッションが削除され、ホストは新しいポートで再認

証されます。

MAC Move はすべてのホスト モードでサポートされます （認証済みホストは、そのポートでイネーブ

ルになっている任意のホスト モードで、スイッチの任意のポートに移動できます）。

詳細については、「MAC 移動の設定」（P.44-54）を参照してください。

MAC 置換の使用

Cisco IOS Release 12.2(54) SG 以降では、新しいホストを放棄されたポートに接続できます。設定され

た違反アクションが置換である場合、ポートを errdisable にするか、または制限する代わりに、既存の

ホストは新しいホストに置換されます（単一ホスト モードおよび MDA モードの場合と同様）。

ただし、 初のホストが接続解除されたときに、ポートダウン イベントまたはプロキシ 
EAPoL-Logoff/CDP TLV が受信される場合、これは直接接続ホストまたは Cisco 電話機の背後にある

ホストには関係しません。これは、ホストがハブ、サードパーティの電話機、またはレガシー Cisco 電
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話から接続解除されたときに、セッションを維持する場合に関係します。このポートに接続している新

しいホストは、ホスト モードに違反し、違反が発生します。違反アクションがある置換である場合、

NAD（スイッチ）は、 初のセッションを終了し、新しい MAC に基づいて認証シーケンスをリセッ

トします。これは、単一ホストおよび MDA ホスト モードに適用されます。マルチ認証モードでは、

同じポートの既存セッションの削除は試行されません。

詳細については、「MAC 置換の設定」（P.44-54）を参照してください。

VLAN 割り当てを使用した 802.1X 認証の利用

VLAN 割り当てを使用すると、ネットワーク アクセスを特定のユーザに限定できます。VLAN 割り当

てでは、802.1X で認証されたポートはポートに接続したクライアントのユーザ名に基づいて VLAN に
割り当てられます。RADIUS サーバ データベースは、ユーザ名 /VLAN マッピングを保持します。

ポートの 802.1X 認証が成功すると、RADIUS サーバは VLAN 割り当てをスイッチに送信します。こ

の場合の VLAN は、標準 VLAN または PVLAN です。

PVLAN をサポートするプラットフォームでは、ポートを PVLAN に割り当てることによってホストを

分離できます。

スイッチおよび RADIUS サーバ上で設定する場合、VLAN 割り当てを使用した 802.1X 認証には次の

特性があります。

• RADIUS サーバから VLAN が提供されない場合は、認証が成功したときにポートは自身のアクセ

ス VLAN または独立 PVLAN に設定されます。

• 認証サーバが無効な VLAN 情報を提供した場合、ポートは無許可ステートのままになります。こ

れは、設定エラーによって不適切な VLAN 上にポートが突然現れることを防ぐためです。

• 複数認証モードが 802.1X ポートでイネーブルの場合、Cisco IOS Release 15.0(2) SG 以降では、

VLAN 割り当てが、 初に認証されたホストで正常に行われます。（ユーザ クレデンシャルに基づ

いて）後に許可されたデータ ホストは、正常に認証されたと見なされます。ただし、VLAN 割り

当てがないか、ポートで 初に正常に認証されたホストと一致する VLAN 割り当てがあることを

条件とします。これにより、ポートで正常に認証されたすべてのホストは、確実に同じ VLAN メ
ンバになります。VLAN 割り当ての柔軟性は、 初に認証されたホストだけで生じます。

• 認証サーバが有効な VLAN 情報を提供した場合、認証に成功すると、ポートは許可ステートにな

り、指定された VLAN に追加されます。

• 複数ホスト モードがイネーブルの場合、すべてのホストは 初に認証されたユーザと同じ VLAN 
内にあります。

• ポート上で 802.1X がディセーブルになると、そのポートは設定されたアクセス VLAN に戻りま

す。

• ポートは、アクセス ポート（「通常の」VLAN にのみ割り当て可能）か、または PVLAN ホスト 
ポート（PVLAN にのみ割り当て可能）として設定する必要があります。ポートを PVLAN ホスト 
ポートとして設定すると、ポート上のすべてのホストはそのポスチャが適合か不適合かにかかわら

ず、PVLAN に割り当てられることになります。Access-Accept に示された PVLAN タイプが、

ポートに割り当てられると予測される PVLAN タイプ（アクセス ポートには通常の VLAN、

PVLAN ホスト ポートにはセカンダリ PVLAN）と一致しない場合、VLAN 割り当ては失敗しま

す。

• ゲスト VLAN が応答しないホストを処理するよう設定されている場合、ゲスト VLAN として設定

されている VLAN タイプがポート タイプと一致する必要があります（つまり、アクセス ポート上

で設定されたゲスト VLAN の場合は標準 VLAN、PVLAN ホスト ポート上で設定されたゲスト 
VLAN の場合は PVLAN）。ゲスト VLAN のタイプが、ポート タイプと一致しない場合、応答し

ないホストはゲスト VLAN が設定されていない場合と同じように処理されます（つまり、ネット

ワーク アクセスを拒否されます）。
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• ポートを PVLAN に割り当てるには、示された VLAN がセカンダリ PVLAN である必要がありま

す。スイッチは、ローカルに設定されたセカンダリ /プライマリのアソシエーションから暗黙のプ

ライマリ VLAN を判別します。

（注） RADIUS が割り当てた VLAN で認証されているポートのアクセス VLAN または PVLAN ホスト 
VLAN マッピングを変更すると、ポートは RADIUS が割り当てた VLAN に残ったままになります。

VLAN 割り当てを設定するには、次の作業を実行する必要があります。

• network キーワードを使用して AAA 認証をイネーブルにし、RADIUS サーバからのインター

フェイス設定を可能にします。aaa authorization network group radius コマンドを適用する方法

については、「802.1X 認証のイネーブル化」（P.30）を参照してください。

• 802.1X をイネーブルにします （VLAN 割り当て機能は、アクセス ポートに 802.1X が設定される

と自動的にイネーブルになります）。

• RADIUS サーバにベンダー固有のトンネル属性を割り当てます。VLAN を適切に割り当てるには、

RADIUS サーバが次の属性をスイッチに返す必要があります。

– トンネル タイプ = VLAN

– トンネル メディア タイプ = 802

– トンネル プライベート グループ ID = VLAN NAME

ゲスト VLAN を使用した 802.1X 認証の使用

ゲスト VLAN を使用すると、802.1X 非対応ホストが 802.1X 認証を使用するネットワークにアクセス

できるようになります。たとえば、802.1X 認証をサポートするようにシステムをアップグレードして

いる間も、ゲスト VLAN を使用できます。

ゲスト VLAN はポート単位でサポートされ、その VLAN タイプがポート タイプと一致するかぎり、

すべての VLAN をゲスト VLAN として使用できます。ポートがすでにゲスト VLAN 上で転送を行っ

ている場合に、そのホストのネットワーク インターフェイス上で 802.1X サポートをイネーブルにする

と、ポートはただちにゲスト VLAN から除外され、オーセンティケータは認証の開始を待機します。

ポート上での 802.1X 認証をイネーブルにすると、802.1X プロトコルが開始されます。ホストが一定

期間内にオーセンティケータからのパケットに応答できなかった場合、オーセンティケータはそのポー

トを設定済みのゲスト VLAN に追加します。

ポートが PVLAN ホスト ポートとして設定されている場合、ゲスト VLAN はセカンダリ PVLAN であ

る必要があります。ポートがアクセス ポートとして設定されている場合、ゲスト VLAN は通常の 
VLAN である必要があります。ポート上で設定されたゲスト VLAN が、ポート タイプに適さない場

合、スイッチはゲスト VLAN が設定されていないように動作します（すなわち、応答しないホストは

ネットワーク アクセスを拒否されます）。

ゲスト VLAN の設定方法については、「ゲスト VLAN を使用した 802.1X 認証の設定」（P.44-56）を参

照してください。

ゲスト VLAN を使用した 802.1X 認証の使用上の注意事項

802.1X 認証をゲスト VLAN で使用する場合、次の注意事項を考慮してください。

• ゲスト VLAN を別の VLAN に再設定すると、認証失敗ポートもすべて移動され、ポートは現在の

許可ステートのままです。
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• ゲスト VLAN をシャット ダウンするか、または VLAN データベースから削除すると、すべての

認証失敗ポートはただちに無許可ステートに移行し、認証プロセスが再び開始されます。

（注） ゲスト VLAN では定期的な再認証を行うことはできません。

Windows XP ホスト上でのゲスト VLAN 使用 802.1X 認証の使用上の注意事項

802.1X 認証を Windows XP ホストのゲスト VLAN で使用する場合は、次の注意事項を考慮してくだ

さい。

• ホストがオーセンティケータに応答しない場合、ポートは接続を 3 回試行します（試行間隔は 30 
秒です）。このあとは、ログイン /パスワード ウィンドウはホストに表示されなくなります。ネッ

トワーク インターフェイス ケーブルを取り外し、再接続する必要があります。

• 不正なログイン /パスワードで応答するホストは、認証に失敗します。認証に失敗したホストは、

ゲスト VLAN に追加されません。ホストが初めて認証に失敗すると、待機時間タイマーが始動し、

タイマーが満了するまでアクティビティが一切発生しません。待機時間タイマーが満了すると、ホ

ストにログイン /パスワード ウィンドウが表示されます。ホストが 2 度めも認証に失敗すると、待

機時間タイマーが再度始動し、タイマーが満了するまでアクティビティは一切発生しません。ホス

トにはこのあとさらに、3 度めのログイン /パスワード ウィンドウが表示されます。ホストが 3 度
めの認証に失敗すると、ポートは無許可ステートになり、ネットワーク インターフェイス ケーブ

ルを取り外して再接続することが必要になります。

MAC 認証バイパスを使用した 802.1X 認証の利用

802.1X プロトコルには、クライアント（サプリカント）、オーセンティケータ、認証サーバの 3 つのエ

ンティティがあります。通常、ホスト PC はサプリカント ソフトウェアを実行し、自分自身を認証する

ために資格情報をオーセンティケータに送信します。オーセンティケータはその情報を認証サーバに送

信して認証を求めます。

しかし、すべてのホストにサプリカント機能があるわけではありません。802.1X を使用して自分自身

を認証できないがネットワークにアクセスする必要がある装置は、MAC Authentication Bypass
（MAB; MAC 認証バイパス）が使用できます。MAB は、接続先装置の MAC アドレスを使用してネッ

トワーク アクセスを認可または拒否します。

通常、この機能はプリンタなどの装置が接続されているポートで使用します。これらの装置には 
802.1X サプリカント機能がありません。

通常の構成では、RADIUS サーバはアクセスが必要な MAC アドレスのデータベースを保持します。

この機能によって新しい MAC アドレスがポートで検出されると、装置の MAC アドレスとしてユーザ

名とパスワードが使用された RADIUS 要求が生成されます。認証に成功したら、802.1X サプリカント

を処理するときに 802.1X 認証で行われるのと同じコード パスを使用して、ポートからその装置にアク

セスできるようになります。認証に失敗すると、ポートはゲスト VLAN に移動するか（ゲスト VLAN 
が設定されている場合）、未認証のままになります。

Catalyst 4500 シリーズ スイッチは、ポート レベルごとの MAC の再認証もサポートします。再認証機

能は 802.1X から提供され、MAB 固有ではありません。再認証モードでは、ポートは RADIUS から送

信された VLAN にとどまり、自分自身を再認証しようとします。再認証に成功すると、ポートは 
RADIUS から送信された VLAN にとどまります。失敗した場合は、ポートは未認証になり、ゲスト 
VLAN が設定されている場合はゲスト VLAN に移動します。

MAB の設定方法については、「MAC 認証バイパスを使用した 802.1X 認証の設定」（P.44-59）を参照

してください。
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機能の相互作用

ここでは、MAB がイネーブルの場合の機能の相互作用と制約事項を示します。MAB とシームレスに

相互作用する機能については説明していません（単方向制御ポートなど）。

• MAB は、ポートに 802.1X が設定されている場合にだけイネーブルにできます。MAB は MAC を
認証するフォール バック メカニズムとしてのみ機能します。ポートに MAB と 802.1X を同時に設

定すると、ポートは 802.1X を使用して認証しようとします。ホストが EAPOL 要求への応答に失

敗した場合に MAB が設定されていると、802.1X ポートが開かれパケットを受信して MAC アド

レスを取得します。無限に認証が続くことはありません。

デフォルトの 802.1X タイマー値に基づき、メカニズム間の移行にはおよそ 90 秒かかります。転

送時間の値を小さくすれば時間を短くできますが、EAPOL 転送頻度に影響を与えます。より小さ

いタイマー値では、これよりも短い間隔中に EAPOL が送信されます。MAB がイネーブルな状態

で 802.1X が EAPOL のフルセットを 1 回実行すると、学習された MAC アドレスが認証サーバに

送信されて処理されます。

MAB モジュールは、ライン上で検出された 初の MAC アドレスの許可を実行します。RADIUS 
が承認する有効な MAC アドレスが受信されると、ポートは許可されたと見なされます。

MAB の結果として 初に許可されたポートで EAPOL パケットが受信されると、802.1X 認証は

再起動できます。

図 44-6 に、MAB 時のメッセージ交換を示します。

図 44-6 MAC 認証バイパス時のメッセージ交換

• 認証に失敗した VLAN は、802.1X 認証に失敗したユーザだけが使用します。MAB は 802.1X 認
証に失敗したユーザに対しては試みられません。802.1X 認証に失敗すると、MAB の設定の有無

にかかわらずポートは認証失敗 VLAN（設定されている場合）に移動します。
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• MAB とゲスト VLAN の両方が設定されており EAPOL パケットがポートで受信されなかった場

合、802.1X ステート マシンは MAB ステートに移行し、ここでポートが開いてトラフィックを受

信し MAC アドレスを取得します。ポートは、MAC を認識するまではこのステートのままです。

アドレスが認証に失敗すると、ポートはゲスト VLAN（設定されている場合）に移動します。

ゲスト VLAN 内のポートは、指定されたゲスト VLAN のすべてのトラフィックに対してオープン

です。通常は認証されるが、認証に失敗した装置が早い段階で検出されたためにゲスト VLAN に
なった非 802.1X サプリカントは、いつまでもゲスト VLAN に残ります。ただし、リンクが消失

したりライン上で EAPOL が検出されるとゲスト VLAN 外に移動し、デフォルトの 802.1X モード

に戻ります。

• MAB によって新しい MAC が認証されると、802.1X オーセンティケータ（またはポート セキュ

リティ）によってアクセスが制限されるようになり、ポートのセキュリティが保護されます。

802.1X デフォルト ホスト パラメータは、単一ホストだけに定義されます。ポートがマルチユーザ 
ポストに変更されると、ポート セキュリティが採用され、このポートで許容される MAC アドレス

の数が適用されます。

• Catalyst 4500 シリーズ スイッチは VVID を持つ MAB をサポートしますが、MAC アドレスは

ポート データ VLAN だけに表示されます。CDP を使用して学習したすべての IP Phone の MAC 
は、音声 VLAN で許容されます。

• MAB と VMPS の機能は重複しており、相互に排他的です。

Web ベース認証を使用した 802.1X 認証の利用

Web ベース認証機能（別名 Web 認証プロキシ）を使用して、IEEE 802.1X サプリカントを実行してい

ないホスト システムでエンド ユーザを認証できます。

Web ベース認証を設定する場合は、次の注意事項に従ってください。

• Web ベース認証に対するフォールバックは、スイッチ ポート上のアクセス モードで設定されま

す。トランク モードのポートはサポートされません。

• Web ベース認証に対するフォールバックは、EtherChannels または EtherChannel メンバではサ

ポートされません。

• Web ベース認証に対するフォールバックは、インターフェイス固有の設定ですが、Web ベース認

証の動作は、グローバル フォールバック プロファイルで定義されます。グローバル フォールバッ

ク設定を変更する場合、認証フォールバックの次のインスタンスまで、新しいプロファイルは使用

されません。

Web ベース認証の設定方法の詳細については、第 46 章「Web ベース認証の設定」を参照してくださ

い。

アクセス不能認証バイパスを使用した 802.1X 認証の利用

スイッチが設定された RADIUS サーバに到達できないためにクライアント（サプリカント）が認証さ

れない場合、アクセス不能認証バイパスがイネーブルのクリティカル ポートに接続するホストにネッ

トワーク アクセスできるようにスイッチを設定できます。

アクセス不能認証バイパスがイネーブルの場合、スイッチは設定された RADIUS サーバのステータス

をモニタリングします。RADIUS サーバが使用できない場合、認証サーバが使用不可であるために失

敗したクライアントは許可されます。アクセス不能認証バイパス機能は、クライアント データおよび

音声クライアントに対してイネーブルにできます。データ クライアントの場合、ポート単位のアクセ
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ス不能認証バイパス VLAN を指定できます。音声クライアントは、設定済みの音声 VLAN で許可され

ます。音声クライアント用のアクセス不能認証バイパスは、認証が音声デバイスに適用される複数ドメ

イン認証および複数認証モードでアクティブ化できます。

（注） アクセス不能認証バイパス機能によって、RADIUS が使用不可になった場合に、音声クライアントで

設定済みの音声 VLAN にアクセスできます。音声デバイスは、正しく動作するために、CDP、LLDP、
または DHCP（該当する場合）などの他のプロトコルで音声 VLAN ID を学習する必要があります。

RADIUS サーバが使用できない場合、スイッチは、音声デバイスのものとして MAC アドレスを認識

できなくなる場合があります。したがって、アクセス不能認証バイパス機能が音声デバイスに設定され

ている場合は、データ用にも設定する必要があります。音声デバイスは、重要なデータ VLAN と音声 
VLAN の両方で許可される場合があります。ポート セキュリティがイネーブルの場合、これはポート

に適用される 大ポート セキュリティ エントリに影響する場合があります。

デフォルトでは、RADIUS が使用できなくなった時点で許可されているデータ クライアントは、アク

セス不能認証バイパスの影響を受けません。RADIUS が使用できなくなった場合に、ポートのすべて

の許可済みのデータ クライアントを再認証するには、authentication server dead action reinitialize 
vlan インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。このコマンドは、マルチ認証

モードに限られ、authentication server dead action authorize vlan コマンドと相互排他的です。

（注） マルチ認証モードでは、authentication server dead action authorize vlan コマンドを使用して、デー

タ クライアントのアクセス不能認証バイパスをイネーブルにできません。これは無効です。代わりに、

authentication server dead action reinitialize vlan vlan-id コマンドを使用します。

RADIUS が使用できるようになると、クリティカル許可されたポートは、自動的に自分自身を再認証

するように設定されます。

（注） 適切に RADIUS サーバの可用性を検出するには、radius-server host コマンドで test username name 
オプションをイネーブルにする必要があります。RADIUS サーバの設定方法については、「スイッチ

/RADIUS サーバ通信の設定」（P.44-33）を参照してください。

アクセス不能認証バイパス機能は、ポートが Web ベース認証にフォール バックした後でアクティブに

することはできません。Web ベース認証を設定する方法の詳細については、第 46 章「Web ベース認証

の設定」を参照してください。

アクセス不能認証バイパスの設定方法については、第 46 章「Web ベース認証の設定」を参照してくだ

さい。

単方向制御ポートを使用した 802.1X 認証の利用

単方向制御ポートはハードウェアおよびソフトウェア機能が組み合わせられており、マジック パケッ
トと呼ばれる特定のイーサネット フレームを受信すると、休止状態の PC の「電源を投入」します。通

常、単方向制御ポートは、システムの電源が切断されていると考えられるような時間帯に管理者がリ

モート システムを管理する環境で使用されます。

802.1X ポート経由で接続されているホストで単方向制御ポートを使用した場合、ホストの電源が切断

されると 802.1X ポートが未認証になるという独特の問題が発生します。この場合、ポートでは 
EAPOL パケットだけしか送受信できません。単方向制御ポートのマジック パケットはホストに到達で

きず、電源を投入しない限り PC で認証することもポートを開くこともできません。
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単方向制御ポートは、未許可 802.1X ポートでパケットの送信を許容することにより、この問題を解決

します。

（注） 単方向制御ポートは、ポートのスパニングツリー PortFast がイネーブルである場合のみ機能します。

802.1X 単方向制御ポートの設定方法については、「単方向制御ポートを使用した 802.1X 認証の設定」

（P.44-65）を参照してください。

単方向ステート

authentication control-direction in インターフェイス コンフィギュレーション コマンド（Cisco IOS 
Release 12.2(46) またはそれ以前のリリースでは dot1x control-direction in インターフェイス コン

フィギュレーション コマンド）を使用してポートを単一方向に設定すると、そのポートはスパニング

ツリー フォワーディング ステートに移行します。

単方向制御ポートをイネーブルにすると、接続ホストはスリープ モードまたは電源切断状態になりま

す。ホストはそのネットワークの他の装置とトラフィックを交換しません。ホストがネットワークにト

ラフィックを送信できない単方向ポートに接続されている場合、ホストはネットワークの他の装置から

のトラフィックだけを受信します。

双方向ステート

authentication control-direction both インターフェイス コンフィギュレーション コマンド（Cisco 
IOS Release 12.2(46) またはそれ以前のリリースでは dot1x control-direction both インターフェイス 
コンフィギュレーション コマンド）を使用してポートを双方向に設定すると、ポートは両方向のアク

セスを制御します。この場合、スイッチ ポートは EAPOL パケット以外のパケットを送受信をしませ

ん。

VLAN ユーザ分散を使用した 802.1X の利用

動的に VLAN ID または VLAN 名を割り当てる方法の代替方法は、VLAN グループ名を割り当てるこ

とです。802.1X VLAN ユーザ分散機能によって、複数の VLAN で同じグループに属する（また、共

通 VLAN グループ名によって特徴付けられる）ユーザを分散できます。通常、過度に大規模なブロー

ドキャスト ドメインを作成しないために、これを行います。

たとえば、この機能によって、すべてのアクセスレイヤ スイッチに対して、認証サーバから共通の 
VLAN グループの名前（技術組織に属するすべてのユーザに対する ENG-Group など）をダウンロー

ドできます。VLAN グループ名は、各アクセスレイヤ スイッチの異なる VLAN に、個々にマッピング

されます。同じ VLAN 番号が、個別のスイッチ間で使用されている必要はありません。同様に、

VLAN はエッジ デバイスで名前を変更する必要はありません。

認証サーバが複数の VLAN グループ名または VLAN を返す場合、この機能は、これらのグループ間で

ユーザを均等に分散することを試みます。これは、認証またはポート セキュリティによって、そのス

イッチ上の各 VLAN に割り当てられているユーザのカウントを内部で維持します。この情報に基づい

て、この機能は、RADIUS サーバから取得されたすべての VLAN または VLAN グループの名前の中

で、そのスイッチの も負荷の少ない VLAN に、新たに認証されたユーザを割り当てます。

この VLAN 分散は、再割り当て中を除き、 初のユーザ認証中だけに、すべての有効な VLAN の負荷

を考慮に入れます。一部の既存の認証済みユーザが削除されると、この機能は残りの認証済みユーザの

再分配を試行しません。グループ分散は、完全な負荷分散を必ずしも保証しません。
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配備例

大規模なキャンパス LAN の設計では、大規模なレイヤ 2 ドメインがない VLAN インフラストラク

チャを設計する場合があります。同じ従業員 VLAN の場合、お客様には、それぞれ異なるキャンパス 
アクセス スイッチで、異なる VLAN が割り当てられる場合があります。VLAN 割り当てを使用して 
802.1X を配備する場合、すべての従業員に対して 1 つの従業員 VLAN が割り当てられることはありま

せん。スイッチで設定されている実際の VLAN を認識している必要があります。ユーザ分散によって、

VLAN または VLAN グループ名のリストをスイッチに送信できます。スイッチは、対応する VLAN 
に対してローカル マッピングを実行できます。（図 44-7）。

図 44-7 VLAN ユーザ分散を備えている 802.1X

VLAN ユーザ分散の設定方法の詳細については、「VLAN ユーザ分散を使用した 802.1X の設定」

（P.44-67）を参照してください。

認証失敗 VLAN 割り当てを使用した 802.1X 認証の利用

ポート単位で認証失敗 VLAN 割り当てを使用すると、認証失敗ユーザがアクセスできるようにします。

認証失敗ユーザは、802.1X には対応できるが認証サーバ内に有効な資格情報を持たないエンド ホスト

か、またはユーザ側の認証ポップアップ ウィンドウでユーザ名とパスワードの組み合わせが入力され

ていないエンド ホストです。

ユーザが認証プロセスに失敗した場合、このポートは認証失敗 VLAN に置かれます。このポートは再

認証タイマーが切れるまで、認証失敗 VLAN に残ります。再認証タイマーが切れると、スイッチは

ポート再認証要求の送信を開始します。ポートが再認証に失敗した場合は、認証失敗 VLAN に残りま

す。ポートが再認証に成功した場合は、RADIUS サーバにより送信された VLAN、または新たに認証

されたポートに設定された VLAN に移動されます。移動先は、RADIUS サーバが VLAN 情報を送信

するように設定されているかどうかによって異なります。

（注） 定期的な再認証をイネーブルにする場合（「定期的な再認証のイネーブル化」（P.44-79）を参照）、ロー

カル再認証タイマー値だけが使用できます。RADIUS サーバを使用して再認証タイマー値を割り当て

ることはできません。
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ポートが認証失敗 VLAN に移動される前に、オーセンティケータが送信する 大認証試行回数を設定

できます。オーセンティケータは、各ポートの失敗した認証試行回数をカウントします。失敗した認証

試行とは、空の応答または EAP 失敗のいずれかを指します。オーセンティケータは、認証試行回数に

対して失敗した認証のすべての試行をまとめてカウントします。 大試行回数を超えると、ポートは再

認証タイマーが次に切れるまで認証失敗 VLAN に置かれます。

（注） EAP をサポートしない RADIUS は、EAP パケットを含まない応答を送信する場合があります。また、

サードパーティ製の RADIUS サーバも空の応答を送信する場合があります。この動作が見つかると、

認証試行カウンタは増加します。

認証失敗 VLAN 割り当てを設定する方法については、「認証失敗の場合の 802.1X 認証の設定」

（P.44-70）を参照してください。

認証失敗 VLAN 割り当ての使用上の注意事項

使用上の注意事項は次のとおりです。

• 再認証をイネーブルにする必要があります。再認証がディセーブルの場合、認証失敗 VLAN 内の

ポートは再認証試行を受け入れません。再認証プロセスを開始するには、認証失敗 VLAN がポー

トからのリンク ダウン イベントまたは EAP ログオフ イベントを受信する必要があります。ホス

トがハブの背後にある場合は、次の再認証が試行されるまでリンク ダウン イベントを受信しな

かったり、新しいホストを検出しなかったりする可能性があります。

• EAP 失敗メッセージは、ユーザに送信されません。ユーザが認証に失敗した場合、ポートは認証

失敗 VLAN に移され、EAP 成功メッセージがユーザに送信されます。ユーザには認証失敗が通知

されないため、ネットワークへのアクセスが制限される理由がわからない場合があります。EAP 
成功メッセージが送信される理由は、次のとおりです。

– EAP 成功メッセージが送信されなければ、ユーザは EAP 開始メッセージを送信して 60 秒ご

とに（デフォルト）認証を試行します。

– 場合によっては、ユーザが EAP 成功に DHCP を設定していて、成功を確認しない限り、ポー

ト上で DHCP が動作しないこともあります。

• ユーザはオーセンティケータから EAP 成功メッセージを受信したあと、不正なユーザ名とパス

ワードの組み合わせをキャッシュして、再認証ごとにこの情報を再利用する場合があります。ユー

ザが正確なユーザ名とパスワードの組み合わせを渡すまで、ポートは認証失敗 VLAN に残されま

す。

• 認証失敗ポートが無許可ステートに移行すると、認証プロセスが再開されます。再度認証プロセス

に失敗する場合には、オーセンティケータは保留ステートで待機します。正しく再認証されると、

すべての 802.1X ポートは再度初期化され、通常の 802.1X ポートとして扱われます。

• 認証失敗 VLAN を別の VLAN に再設定すると、認証失敗ポートもすべて移動され、ポートは現在

の許可ステートのままになります。

• 認証失敗 VLAN をシャット ダウンするか、または VLAN データベースから削除すると、すべて

の認証失敗ポートはただちに無許可ステートに移行され、認証プロセスが再開されます。認証失敗 
VLAN 設定がまだ存在するため、オーセンティケータは保留ステートで待機しません。認証失敗 
VLAN が非アクティブである間は、すべての認証試行がカウントされ、VLAN がアクティブにな

るとすぐにポートは認証失敗 VLAN に置かれます。

• VLAN で許容される 大認証失敗数を再設定した場合、この変更は再認証タイマーが切れたあと

で有効になります。

• レイヤ 3 ポートで使用される内部 VLAN は、認証失敗 VLAN として設定できません。

• 認証失敗 VLAN は、単一ホスト モード（デフォルトのポート モード）でのみサポートされます。
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• ポートが認証失敗 VLAN に置かれると、ユーザの MAC アドレスが MAC アドレス テーブルに追

加されます。ポートで新しい MAC アドレスが検出されると、セキュリティ違反として扱われま

す。

• 認証失敗ポートが認証失敗 VLAN に移動されると、Catalyst 4500 シリーズ スイッチは標準の 
802.1X 認証の場合とは異なり、RADIUS-Account Start メッセージを送信しません。

ポート セキュリティを使用した 802.1X 認証の利用

単一ホスト モードまたは複数ホスト モードのどちらかの 802.1X ポートでポート セキュリティをイ

ネーブルにできます （switchport port-security インターフェイス コンフィギュレーション コマンド

を使用してポートにポート セキュリティを設定します）。ポート上のポート セキュリティと 802.1X を
イネーブルにすると、802.1X がポートを認証し、ポート セキュリティがポート上で許容される MAC 
アドレス数（クライアントの MAC アドレスを含む）を管理します。ポート セキュリティがイネーブ

ルの状態で 802.1X ポートを使用すると、ネットワークにアクセスできるクライアントの数とグループ

を制限できます。

複数ホスト モードの指定については、「802.1X 設定をデフォルト値にリセットする方法」（P.44-93）
を参照してください。

次に、スイッチ上の 802.1X とポート セキュリティ間の対話の例を示します。

• クライアントが認証され、ポート セキュリティ テーブルがいっぱいでない場合、そのクライアン

トの MAC アドレスが、セキュア ホストのポート セキュリティ リストに追加されます。追加され

ると、ポートが通常どおりアクティブになります。

クライアントが認証されて、ポート セキュリティが手動で設定された場合、セキュア ホスト テー

ブル内のエントリは保証されます（ポート セキュリティのスタティック エージングがイネーブル

になっていない場合）。

ポート上で別のホストが学習されると、セキュリティ違反が発生します。その場合に取られる処置

は、セキュリティ違反を検出した機能（802.1X またはポート セキュリティ）によって異なりま

す。

– 802.1X が違反を検出した場合は、ポートが errdisable になります。

– ポート セキュリティが違反を検出した場合は、ポートがシャットダウンするか、または制限

されます（対処法は設定可能です）。

ポート セキュリティおよび 802.1X セキュリティ違反が発生した場合の説明を、次に示します。

– 単一ホスト モードの場合にポートが許可されると、クライアント MAC アドレス以外の受信さ

れたすべての MAC アドレスによって、802.1X セキュリティ違反が引き起こされます。

– 単一ホスト モードの場合に、（設定済みのセキュア MAC アドレスによって）ポート セキュリ

ティが限度に達していることが原因で、802.1X クライアントの MAC アドレスの導入に失敗

すると、ポート セキュリティ違反が引き起こされます。

– 複数ホスト モードの場合にポートが許可されると、ポート セキュリティが限度に達している

ことが原因で導入できない追加 MAC アドレスにより、ポート セキュリティ違反が引き起こさ

れます。

• 802.1X クライアントがログオフすると、ポートが無許可ステートに移行し、クライアントのエン

トリを含むセキュア ホスト テーブル内のすべてのダイナミック エントリが削除されます。そのあ

と、通常の認証が行われます。

• ポートが管理上のシャットダウン状態になると、ポートは無許可ステートになり、すべてのダイナ

ミック エントリがセキュア ホスト テーブルから削除されます。
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• ポート セキュリティ テーブルからクライアントの MAC アドレスを削除できるのは、802.1X のみ

です。複数ホスト モードでは、クライアントの MAC アドレスを除き、ポート セキュリティに

よって学習されたすべての MAC アドレスを、ポート セキュリティ コマンドライン インターフェ

イス（CLI）を使用して削除できます。

• ポート セキュリティによって 802.1X クライアントの MAC アドレスが期限切れになると、802.1X 
はクライアントの再認証を試行します。ポート セキュリティ テーブル内でクライアントの MAC 
アドレスを保持できるのは、再認証に成功した場合のみです。

• CLI を使用してポート セキュリティ テーブルを表示すると、802.1X クライアントのすべての 
MAC アドレスに dot1x というタグが付けられます。

ACL 割り当てとリダイレクト URL を使用した 802.1X 認証の使用

Cisco IOS Release 12.2(50)SG 以降では、ホストの 802.1X または MAB の認証中に、ACL などのホス

トごとのポリシーをダウンロードし、RADIUS サーバからスイッチへ URL をリダイレクトできます。

ACL ダウンロードは、802.1X または MAB からのフォールバック後、Web 認証でもサポートされま

す。

ポートの 802.1X ホスト モードが、単一ホスト、MDA またはマルチ認証のいずれかの場合、ダウン

ロードされる ACL（DACL）は、認証ホストの IP アドレスをソース アドレスとして使用して変更され

ます。ホスト モードが複数ホストの場合、ソース アドレスは ANY として設定され、ダウンロードさ

れる ACL またはリダイレクトは、ポート上のすべてのデバイスに適用されます。

ホストの認証中に ACL が指定されない場合、ポート上に設定されるスタティック デフォルト ACL は、

ホストに適用されます。音声 VLAN ポートでは、ポートのスタティック デフォルト ACL だけが電話

に適用されます。

ここでは、次の内容について説明します。

• 「URL リダイレクトでの Cisco Secure ACS と AV のペア」（P.44-21）

• 「ACL」（P.44-22）

ダウンロード可能な ACL と URL リダイレクトの設定方法については、「ACL 割り当てとリダイレク

ト URL を使用した 802.1X 認証の設定」（P.44-39）を参照してください。

URL リダイレクトでの Cisco Secure ACS と AV のペア 

ダウンロード可能な ACL がイネーブルの場合、Cisco Secure ACS では、RADIUS を介して AAA サー

ビスが用意されます。

これらの Attribute-Value（AV）のペアは、RADIUS cisco-av-pair ベンダー固有属性（VSA）で Cisco 
Secure ACS に設定できます。

• CiscoSecure-Defined-ACL では、Cisco Secure ACS に DACL の名前を指定します。スイッチは 
ACL 名を、次の形式の CiscoSecure-Defined-ACL AV ペアを使用して受け取ります。

#ACL#-IP-name-number 

name は ACL の名前、number はバージョン番号（3f783768 など）を表します。

Auth-Manager コードにより、指定されたダウンロード可能な ACL のアクセス コントロール エン

トリ（ACE）が、前にダウンロードされたかどうかが確認されます。前にダウンロードされてい

ない場合、ACE がダウンロードされるよう、Auth-Manager コードにより、ダウンロード可能な 
ACL 名をユーザ名として AAA 要求が送信されます。次に、ダウンロード可能な ACL は、名前付

き ACL としてスイッチ上に作成されます。この ACL には、任意のソース アドレスで ACE が存在

し、エンドポイントに暗黙拒否ステートメントは存在しません。認証の完了後にダウンロード可能

な ACL がインターフェイスに適用される場合、インターフェイスのホスト モードにより、ソース 
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アドレスが任意のものからソース IP アドレスに変更されます。ACE は、エンドポイント デバイス

が接続されているスイッチ インターフェイスに適用されているダウンロード可能な ACL に、プリ

ペンドされます。トラフィックが CiscoSecure-Defined-ACL ACE に一致する場合、適切なアク

ションが実行されます。

• url-redirect および url-redirect-acl により、スイッチ上にローカル URL が指定されます。スイッチ

は、これらの cisco-av-pair VSA を次のように使用します。

– url-redirect = <HTTP または HTTPS URL> 

– url-redirect-acl = スイッチの ACL 名または番号 

これらの AV ペアは、エンドポイント デバイスから HTTP または HTTPS の要求を代行受信するようス

イッチをイネーブルにし、ダウンロード可能な 新のアンチウイルス ファイルから指定されたリダイ

レクト アドレスへ、クライアント Web ブラウザを転送します。Cisco Secure ACS 上の url-redirect AV 
ペアには、Web ブラウザがリダイレクトされる URL が格納されます。url-redirect-acl AV ペアには、

リダイレクトされる HTTP トラフィックまたは HTTPS トラフィックが指定されている ACL の名前ま

たは番号が含まれています。リダイレクト ACL の許可エントリに一致するトラフィックは、リダイレ

クトされます。

（注） リダイレクトまたはデフォルト ACL は、スイッチ上に定義する必要があります。

ACL

ダウンロード可能な ACL が認証サーバ上の特定のクライアントに設定されている場合、クライアント

側のスイッチ ポートにデフォルト ポート ACL を設定する必要があります。

デフォルト ACL がスイッチ上に設定されている場合で、Cisco Secure ACS からスイッチにホスト ア
クセス ポリシーが送信される場合、スイッチ ポートに接続されているホストからトラフィックに、ポ

リシーが適用されます。ポリシーが適用されない場合、デフォルト ACL が適用されます。Cisco 
Secure ACS からスイッチにダウンロード可能な ACL が送信される場合、この ACL は、スイッチ ポー

ト上にすでに設定されているデフォルト ACL より優先されます。ただし、スイッチで、Cisco Secure 
ACS からホスト アクセス ポリシーを受信する場合で、デフォルト ACL が設定されていない場合、認

可の失敗が宣言されます。

ダウンロード可能なポリシーの設定方法については、「ダウンロード ポリシーの設定」（P.44-44）を参

照してください。

RADIUS によるセッション タイムアウトを使用した 802.1X 認証の利用

スイッチで使用する再認証タイムアウトを、ローカルに設定されたものと RADIUS によるもののどち

らにするかを指定できます。スイッチがローカル設定のタイムアウトを使用するように設定されている

場合、タイマーが切れるとホストを再認証します。

スイッチが RADIUS によるセッション タイムアウトを使用するように設定されている場合、スイッチ

は RADIUS Access-Accept メッセージの Session-Timeout および任意の Termination-Action 属性をス

キャンします。スイッチは、セッションの期間を判断するためには Session-Timeout 属性の値を使用

し、セッションのタイマーが切れた際のスイッチのアクションを判断するためには Termination-Action 
属性の値を使用します。

Termination-Action 属性が存在し、その値が RADIUS-Request である場合、スイッチはホストを再認

証します。Termination-Action 属性が存在しないか、またはその値が Default である場合、スイッチは

セッションを終了します。
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（注） ポート上のサプリカントは、そのセッションが終了され、新しいセッションを開始しようとすることを

認識します。認証サーバがこの新しいセッションを別に処理しない限り、スイッチが新しいセッション

を確立しても、クライアントはネットワーク接続に少しの割り込みしか確認しない可能性があります。

スイッチが RADIUS によるタイムアウトを使用するように設定されているが、Access-Accept メッ

セージに Session-Timeout 属性が含まれない場合、スイッチはサプリカントを再認証しません。これ

は、シスコのワイヤレス アクセス ポイントに一貫した動作です。

RADIUS によるセッション タイムアウトを設定する方法については、「RADIUS によるセッション タ
イムアウトの設定」（P.44-52）を参照してください。

音声 VLAN ポートを使用した 802.1X 認証の利用

音声 VLAN ポートは特殊なアクセス ポートで、次の 2 つの VLAN ID が対応付けられています。

• IP Phone へ、または IP Phone から音声トラフィックを伝送するための Voice VLAN ID（VVID）。

VVID は、ポートに接続された IP Phone を設定するために使用されます。

• IP Phone を使用してスイッチに接続されたワークステーションへ、またはワークステーションか

らデータ トラフィックを伝送する Port VLAN ID（PVID）。PVID は、ポートのネイティブ VLAN 
です。

音声 VLAN に設定する各ポートは、VVID および PVID に関連付けられています。この設定により、

音声トラフィックとデータ トラフィックを異なる VLAN に分離できます。

ポートが AUTHORIZED か UNAUTHORIZED かにかかわらずリンクがある場合、音声 VLAN ポート

はアクティブになります。音声 VLAN にあるすべてのトラフィックは正常に認識され、MAC アドレ

ス テーブルに表示されます。Cisco IP Phone は、他のデバイスから受け取った CDP メッセージをリ

レーしません。いくつかの Cisco IP Phone がシリーズで接続されている場合、スイッチは直接接続し

ている IP Phone のみを認識します。802.1X が音声 VLAN ポートでイネーブルの場合、スイッチは複

数のホップの認識されていない Cisco IP Phone からのパケットをドロップします。

802.1X がポートでイネーブルの場合、VVID と同じ PVID を設定できません。音声 VLAN の詳細につ

いては、第 41 章「音声インターフェイスの設定」を参照してください。

次の機能の相互作用に注意してください。

• 802.1X VLAN 割り当ては、音声 VLAN と同じ VLAN のポートに割り当てることができません。

割り当てると 802.1X 認証が失敗します。これは、ダイナミック VLAN 割り当てでも同様です。

• 802.1X ゲスト VLAN は、802.1X 音声 VLAN ポート機能と連動します。ただし、同一 VLAN を
ゲスト VLAN と音声 VLAN には設定できません。

• 802.1X ポート セキュリティは 802.1X 音声 VLAN ポート機能と連動し、ポート単位で設定されま

す。2 つの MAC アドレスを設定する必要があります。1 つは VVID の Cisco IP Phone MAC アド

レスで、もう 1 つは PVID の PC MAC アドレスです。

ただし、802.1 X ポート セキュリティのスティッキ MAC アドレス設定および 802.1X ポート セ
キュリティの静的に設定された MAC アドレス設定と一緒に、802.1X 音声 VLAN ポート機能を使

用することはできません。

• 802.1X アカウンティングは、802.1X 音声 VLAN ポート機能による影響を受けません。

• 802.1X がポートで設定されている場合、ハブ経由で Catalyst 4500 シリーズ スイッチに複数の IP 
Phone を接続できません。
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• 音声 PVLAN は PVLAN のホスト ポートとして設定できず、PVLAN のホスト ポートに割り当て

られるのは PVLAN だけであるため、PVLAN 割り当てでは音声 VLAN が設定されたポートに 
PVLAN を割り当てることができません。

音声 VLAN に 802.1X を設定する方法については、「音声 VLAN に対する 802.1X 認証の設定」

（P.44-72）を参照してください。

複数ドメイン認証と複数認証の使用

MDA は、データ デバイスと IP Phone（Cisco または Cisco 以外のサードパーティ）などの音声デバイ

スの両方が、データ ドメインと音声ドメインに分割される同一スイッチ ポートで認証できるようにし

ます。

マルチ認証では、複数のデータ デバイスと音声デバイスを使用できます。複数認証ポート上で音声 
VLAN が設定されている場合は、MDA ポートと同様に、音声ドメイン内で認証を実行することができ

ます。

MDA では、デバイス認証の順序が指定されません。ただし、 適な結果を得るには、MDA 対応ポー

トで、データ デバイスを認証する前に音声デバイスを認証する必要があります。

MDA を設定する場合は、次の注意事項に従ってください。

（注） 音声 VLAN の設定時にも同じ注意事項が複数認証に適用されます。

• DoS 攻撃（サービス拒絶攻撃）を防ぐために MDA 対応ポートで CoPP をイネーブルにすることを

推奨します。第 48 章「コントロール プレーン ポリシングおよびレイヤ 2 制御パケット QoS の設

定」を参照してください。

• MDA またはマルチ認証をスイッチ ポートに設定するには、「複数ドメイン認証および複数認可の

設定」（P.44-35）を参照してください。

• ホスト モードがマルチドメインに設定されている場合、IP Phone の音声 VLAN を設定する必要が

あります。詳細については、第 41 章「音声インターフェイスの設定」 を参照してください。

• 音声デバイスを許可するには、値 device-traffic-class=voice の Cisco Attribute Value（AV; 属性値）

ペア属性を送信するように AAA サーバを設定する必要があります。この値を使用しない場合、音

声デバイスはデータ デバイスとして扱われます。

• ゲスト VLAN および制限付き VLAN 機能は、MDA 対応ポートでのデータ デバイスにだけ適用さ

れます。スイッチは、許可されなかった音声デバイスをデータ デバイスと 見なします。

• 複数のデバイスでポートの音声またはデータ ドメインの許可を行おうとすると、errordisable にな

ります。

• デバイスが許可されるまで、ポートはそのトラフィックをドロップします。他社製 IP Phone また

は音声デバイスはデータおよび音声 VLAN の両方に許可されます。データ VLAN では、音声デバ

イスを DHCP サーバに接続して IP アドレスおよび音声 VLAN 情報を取得することができます。

音声デバイスが音声 VLAN で送信を開始すると、データ VLAN へのアクセスはブロックされま

す。音声デバイスがデータ VLAN 上にトラフィックを送信し続けていると、MDA 内でセキュリ

ティ違反が発生する可能性があります。

• MDA はフォールバック メカニズムとして MAC 認証バイパスを使用して、スイッチ ポートが 
802.1X 認証をサポートしないデバイスに接続できるようにします。これは特に 802.1X サプリカ

ントのないサードパーティ電話で役立ちます。詳細については、「MAC 認証バイパスを使用した 
802.1X 認証の利用」（P.44-13）を参照してください。 
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• ポート上でデータ デバイスまたは音声デバイスが検出されると、その MAC アドレスは認証が成功

するまではブロックされます。許可に失敗した場合、MAC アドレスが 5 分間ブロックされたまま

になります。

• データ VLAN で複数のデバイスが検出された場合、またはポートが許可されていないときに音声 
VLAN で複数の音声デバイスが検出された場合、そのポートは errdisable になります。

• ポートのホスト モードをシングルホスト モードまたはマルチホスト モードからマルチドメイン 
モードに変更すると、ポートでは許可されたデータ デバイスは許可されたままになります。ただ

し、音声 VLAN のポートで許可されている Cisco IP Phone は自動的に削除されるため、そのポー

ト上で再認証される必要があります。

• ゲスト VLAN や制限付き VLAN などのアクティブ フォールバック メカニズムは、ポートをシン

グル モードまたはマルチホスト モードからマルチドメイン モードに変更したあとでも設定された

ままになります。

• ポートのホスト モードをマルチドメイン モードからシングル モードまたはマルチホスト モードに

変更すると、許可されているすべてのデバイスがポートから削除されます。

• データ ドメインが 初に許可され、ゲスト VLAN に設定された場合、非 802.1X 対応音声デバイ

スは音声 VLAN のパケットにタグを付け、認証をトリガーする必要があります。

• MDA 対応ポートでは、ユーザ単位 ACL を推奨しません。ユーザ単位 ACL ポリシーを備えた、許

可されたデバイスは、ポートの音声 VLAN とデータ VLAN の両方のトラフィックに影響を与える

ことがあります。このようなデバイスを使用する場合は、ポートでユーザ単位 ACL を適用するデ

バイスは 1 台だけにしてください。

Network Edge Access Topology を使用した 802.1X サプリカントおよ
びオーセンティケータ

Network Edge Access Topology（NEAT）機能は、ワイヤリング クローゼット（会議室など）外の領

域まで識別を拡張します。

サプリカント スイッチに接続するオーセンティケータ スイッチ インターフェイスで認証ホスト モード

をイネーブルにできます。サプリカント スイッチが認証に成功すると、ポート モードがアクセスから

トランクに変更されます。すべてのホスト モードで NEAT が確実に動作するようにするには、サプリ

カント スイッチで dot1x supplicant force-multicast グローバル コンフィギュレーション コマンドを

使用します。アクセス VLAN は、オーセンティケータ スイッチで設定されている場合、認証が成功し

た後にトランク ポートのネイティブ VLAN になります。

（注） MAB と NEAT の併用はサポートされず、推奨されません。サプリカント スイッチを認証するには、

802.1X だけを使用します。

（注） Catalyst 4500 シリーズ スイッチは、オーセンティケータのポートだけをサポートします。

配備

NEAT は、エンドホスト（PC または Cisco IP Phone）に対して 802.1X オーセンティケータとして動

作するスイッチが、保護されていない位置（ワイヤリング クローゼットの外側）に配備されるシナリ

オを対象としています。
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このようなトポロジのために、オーセンティケータ スイッチは必ずしも信頼できません。たとえば、

コンパクト スイッチ（8 ポート Catalyst 3560 および Catalyst 2960）は、一般に、ワイヤリング クロー

ゼットの外部に配備されます。これにより、ハッカーのデバイスが、スイッチを無効化し、ネットワー

クへのアクセス権を取得して、セキュリティが侵害されるおそれがあります。エッジ スイッチは、

ネットワーク エッジ認証トポロジ（NEAT）と呼ばれる別のスイッチに対して自身を認証する必要があ

ります。

図 44-8 に一般的な NEAT のトポロジを図示します。

図 44-8 一般的な NEAT トポロジ

NEAT は、このようなシナリオで次の機能を容易にします。

ホスト許可：許可済み（サプリカントでスイッチに接続する）ホストからのトラフィックだけが

ネットワークで許可されます。これらのスイッチは、Client Information Signalling Protocol
（CISP）を使用して、サプリカント スイッチに接続する MAC アドレスをオーセンティケータ ス
イッチに送信します。

自動イネーブル化：オーセンティケータ スイッチでのトランク コンフィギュレーションを自動的

にイネーブル化します。これにより、サプリカント スイッチから着信する複数の VLAN のユーザ 
トラフィックが許可されます。ACS では、device-traffic-class=switch として Cisco AV ペアを設

定する必要があります。この方法の詳細については、「NEAT を使用したオーセンティケータ ス
イッチおよびサプリカント スイッチの設定」（P.44-86）を参照してください。

ポート上で 802.1X が失敗する場合

802.1X は、タイムアウト、明示的な障害、およびプロトコルのタイムアウトの 3 通りの方法により、

ポートで失敗することがあります。

タイムアウト：スイッチはリンク アップで 802.1X を試行しますが、接続されたエンド ポイント

は 802.1X 対応ではありません。設定した数の再試行とタイムアウトの後に、いずれかが設定され

ている場合、スイッチは次の認証方式を試行します（MAB など）。MAB が失敗した場合、スイッ

チは、ゲスト VLAN（非応答 VLAN とも呼ばれます）を配備します（設定されている場合）。ゲ

スト VLAN は、authentication event no-response interface コマンドで設定されます。
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明示的な障害：スイッチとエンド ポイントは、802.1X 認証シーケンス全体を実行し、その結果、

明示的な障害が発生します（通常、RADIUS サーバからスイッチへの Access-Reject と、スイッチ

からエンドポイントに送信される EAP-Failure で示されます）。この場合、スイッチは MAB を試

行し（「認証イベント障害アクション next-method」が設定されている場合）、AuthFail VLAN を
配備します（「認証イベント障害アクション authorize vlan」が設定されている場合）。

プロトコルのタイムアウト：スイッチとエンド ポイントは、802.1X 認証プロセスを開始します

が、このプロセスを完了しません。たとえば、エンド ポイントは 802.1X EAPoL-Start メッセージ

を送信してから、スイッチへの応答を停止することがあります（エンドユーザによる情報の入力を

待機しているために、エンドポイントにクレデンシャルがない場合など）。この場合、スイッチは

接続された装置が EAPoL 対応であることを認識しているため、タイムアウト後にゲスト VLAN 
を配備しません。代わりに、タイムアウト後に認証を再開します。スイッチは、物理リンクのダウ

ン イベントが検出されるまで。EAPoL 対応としてポートを引き続き分類します。プロトコルのタ

イムアウトが生じた場合に、ゲスト VLAN の配置をスイッチに強制するには、dot1x guest-vlan 
supplicant をグローバルに設定します。ポートがホストモードのマルチドメイン認証用に設定さ

れている場合、スイッチは dot1x guest-vlan supplicant が設定されている場合と同様に動作しま

す。

サポートされるトポロジ

802.1X ポートベースの認証は、次の 2 つのトポロジをサポートします。

• Point-to-point

• ワイヤレス LAN

ポイントツーポイント構成（図 44-1（P.44-3） を参照）では、複数ホスト モードがイネーブルでない

場合（デフォルト）、802.1X 対応スイッチ ポートに接続できるクライアントは 1 台だけです。スイッ

チは、ポートのリンク ステートがアップ ステートに変化すると、クライアントを検出します。クライ

アントがログオフしたとき、または別のクライアントに代わったときには、スイッチはポートのリンク 
ステートをダウンに変更し、ポートは無許可ステートに戻ります。

ワイヤレス LAN の 802.1X ポートベース認証（図 44-9）では、クライアントが認証されるとすぐにワ

イヤレス アクセス ポイントとして認証される 802.1X ポートを複数ホスト ポートとして設定します 
（「802.1X 設定をデフォルト値にリセットする方法」（P.44-93）を参照）。ポートが許可されると、ポー

トに間接的に接続されたホストを除くすべてのホストに対して、ネットワーク アクセスが許可されま

す。ポートが無許可になると（再認証が失敗するか、EAPOL-Logoff メッセージを受信すると）、ス

イッチは、無線アクセス ポイントに接続されたすべてのクライアントに対してネットワーク アクセス

を拒否します。このトポロジでは、無線アクセス ポイントは、接続しているクライアントを認証する

役割があり、スイッチに対してクライアントとして機能します。

図 44-9 ワイヤレス LAN の例

 
Catalyst 4500 

 RADIUS

94
16

0



44-28
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-25340-01-J

第 44 章      802.1X ポートベース認証の設定

802.1X ポートベース認証の設定

802.1X ポートベース認証の設定
802.1X を設定する手順は次のとおりです。

ステップ 1 802.1X 認証をイネーブルにします。「802.1X 認証のイネーブル化」（P.44-30）を参照してください。

ステップ 2 スイッチ /RADIUS サーバ通信を設定します。「スイッチ /RADIUS サーバ通信の設定」（P.44-33）を参

照してください。

ステップ 3 802.1X タイマー値を調整します。「待機時間の変更」（P.44-82）を参照してください。

ステップ 4 任意の機能を設定します。「RADIUS によるセッション タイムアウトの設定」（P.44-52）を参照してく

ださい。

ここでは、802.1X を設定する方法について説明します。

• 「802.1X のデフォルト設定」（P.44-29）

• 「802.1X 設定時の注意事項」（P.44-30）

• 「802.1X 認証のイネーブル化」（P.44-30）（必須）

• 「スイッチ /RADIUS サーバ通信の設定」（P.44-33）（必須）

• 「複数ドメイン認証および複数認可の設定」（P.44-35）

• 「ACL 割り当てとリダイレクト URL を使用した 802.1X 認証の設定」（P.44-39）

• 「ユーザ単位の ACL とフィルタ ID ACL を使用した 802.1X 認証の設定」（P.44-45）

• 「RADIUS によるセッション タイムアウトの設定」（P.44-52）（任意）

• 「MAC 移動の設定」（P.44-54）（任意）

• 「MAC 置換の設定」（P.44-54）（任意）

• 「違反アクションの設定」（P.44-55）（任意）

• 「ゲスト VLAN を使用した 802.1X 認証の設定」（P.44-56）（任意）

• 「MAC 認証バイパスを使用した 802.1X 認証の設定」（P.44-59）（任意）

• 「アクセス不能認証バイパスを使用した 802.1X 認証の設定」（P.44-61）（任意）

• 「単方向制御ポートを使用した 802.1X 認証の設定」（P.44-65）（任意）

• 「VLAN ユーザ分散を使用した 802.1X の設定」（P.44-67）

• 「認証失敗の場合の 802.1X 認証の設定」（P.44-70）（任意）

• 「音声 VLAN に対する 802.1X 認証の設定」（P.44-72）（任意）

• 「VLAN 割り当てを使用した 802.1X 認証の設定」（P.44-73）

• 「フォールバック認証のイネーブル化」（P.44-75）

• 「定期的な再認証のイネーブル化」（P.44-79）（任意）

• 「複数ホストのイネーブル化」（P.44-81）（任意）

• 「待機時間の変更」（P.44-82）（任意）

• 「スイッチからクライアントへの再送信時間の変更」（P.44-83）（任意）

• 「スイッチからクライアントへのフレーム再送信回数の設定」（P.44-85）（任意）

• 「NEAT を使用したオーセンティケータ スイッチおよびサプリカント スイッチの設定」（P.44-86）
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• 「手動によるポート接続クライアントの再認証」（P.44-92）（任意）

• 「802.1X 認証ステートの初期化」（P.44-93）

• 「802.1X クライアント情報の削除」（P.44-93）

• 「802.1X 設定をデフォルト値にリセットする方法」（P.44-93）（任意）

802.1X のデフォルト設定

表 44-1 に、802.1X のデフォルト設定を示します。

表 44-1 802.1X のデフォルト設定

機能 デフォルト設定

認証、許可、アカウンティング（AAA） ディセーブル 

RADIUS サーバ

• IP アドレス

• UDP 認証ポート

• キー

• 指定なし 

• 1645 

• 指定なし 

インターフェイスごとの 802.1x プロトコル イネーブ

ル ステート

強制認証

ポートはクライアントの 802.1x ベース認証なしで通常のトラ

フィックを送受信します。

定期的な再認証 ディセーブル 

再認証の試行間隔 3600 秒 

待機時間 60 秒 

スイッチがクライアントとの認証情報の交換に失敗した後、待

機状態を続ける秒数。

再送信時間 30 秒 

要求を再送信するまでに、スイッチがクライアントからの 
EAP-Request/Identity フレームに対する応答を待機する秒数で

す。

大再送信回数 2 

認証プロセスを再開するまでにスイッチが 
EAP-Request/Identity フレームを送信する回数です。

複数ホストのサポート ディセーブル

クライアント タイムアウト時間 30 秒 

認証サーバからの要求をクライアントにリレーするとき、クラ

イアントに要求を再送信するまでにスイッチが応答を待機する

時間です。

認証サーバ タイムアウト時間 30 秒

クライアントの応答を認証サーバにリレーするとき、サーバに

応答を再送信するまでにスイッチが応答を待機する時間です。

この値は設定不可能です。
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802.1X 設定時の注意事項

802.1X 認証を設定する際の注意事項は次のとおりです。

• 802.1X プロトコルは、レイヤ 2 スタティック アクセス、PVLAN ホスト ポート、およびレイヤ 3 
ルーテッド ポートでのみサポートされます。その他のポート モードには 802.1X を設定できませ

ん。

• VLAN 割り当を使用する場合、この機能では一般的な AAA コマンドが使用されることに留意して

ください。AAA の設定については、「802.1X 認証のイネーブル化」（P.44-30）を参照してくださ

い。または、この場所にある Cisco IOS セキュリティに関する次のマニュアルを参照してくださ

い。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6586/products_ios_technology_home.html

802.1X 認証のイネーブル化

802.1X ポート ベース認証をイネーブルにするには、まずスイッチ上で 802.1X をグローバルにイネー

ブルにしてから、AAA をイネーブルにし、認証方式リストを指定する必要があります。方式リスト

は、ユーザ認証のためクエリー送信を行う手順と認証方式を記述したものです。

ソフトウェアは、方式リスト内の 初の方式を使用してユーザを認証します。その方式で応答が得られ

なかった場合、ソフトウェアはそのリスト内の次の認証方式を選択します。このプロセスは、リスト内

の認証方式による通信が成功するか、定義された方式をすべて試し終わるまで繰り返されます。このサ

イクルのいずれかの時点で認証が失敗した場合には、認証プロセスは中止され、その他の認証方式が試

みられることはありません。

（注） VLAN 割り当てを可能にするには、AAA 認証をイネーブルにして、ネットワーク関連のすべてのサー

ビス要求に対してスイッチを設定する必要があります。

802.1X ポートベース認証を設定するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# 
dot1x system-auth-control

スイッチ上で 802.1X をイネーブルにします。

スイッチ上で 802.1X をグローバルにディセーブルにするには、 
no dot1x system-auth-control コマンドを使用します。

ステップ 3 Switch(config)# aaa new-model AAA をイネーブルにします。

AAA をディセーブルにするには、no aaa new-model コマンドを使用し

ます。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6586/products_ios_technology_home.html
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（注） スパニングツリー PortFast をイネーブルにすると、許可直後にポートが必ずアップになります。

（注） ポートに任意の 802.1X パラメータを設定すると、ポート上に 802.1X 認証が自動的に作成されます。

その結果、dot1x pae authenticator が設定に表示され、dot1x 認証が、手動介入なしに、レガシー設

定で引き続き確実に動作します。

ステップ 4 Switch(config)# aaa authentication 
dot1x {default} method1 [method2...]

802.1X AAA 認証方式リストを作成します。

authentication コマンドに名前付きリストが指定されない場合に使用さ

れるデフォルトのリストを作成するには、default キーワードの後ろにデ

フォルトの状況で使用する方式を指定します。デフォルトの方式リスト

が、自動的にすべてのインターフェイスに適用されます。

次のキーワードのうち、少なくとも 1 つを入力します。

• group radius：すべての RADIUS サーバのリストを認証に使用しま

す。

• none：認証を使用しません。クライアントは、クライアントが提供

する情報を使用しないで、スイッチによって自動的に認証されます。

802.1X AAA 認証をディセーブルにするには、 
no aaa authentication dot1x {default | list-name} method1 [method2...] 
グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

ステップ 5 Switch(config)# aaa authorization 
network {default} group radius

（任意）ネットワーク関連のすべてのサービス要求（VLAN 割り当てな

ど）に対するユーザ RADIUS 許可を、スイッチに設定します。

ステップ 6 Switch(config)# interface 
interface-id

インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始し、802.1X 認
証をイネーブルにするインターフェイスを指定します。

ステップ 7 Switch(config-if)# switchport mode 
access

非トランキング、タグなし単一 VLAN レイヤ 2 インターフェイスを指定

します。

ステップ 8 Switch(config-if)# dot1x pae 
authenticator

ポート上でデフォルト設定の 802.1X 認証をイネーブルにします。

「802.1X のデフォルト設定」（P.44-29）を参照してください。

ステップ 9 Cisco IOS Release 12.2(50)SG およびそれ

以降のリリース
Switch(config-if)# authentication 
port-control auto

Cisco IOS Release 12.2(46)SG またはそれ

以前のリリース
Switch(config-if)# dot1x 
port-control auto

インターフェイス上で、802.1X 認証をイネーブルにします。

ステップ 10 Switch(config-if)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 11 Switch # show dot1x interface 
interface-id details

入力を確認します。

この出力の 802.1X ポート サマリー セクションの PortControl 行を調べ

ます。PortControl 値は auto に設定されています。

ステップ 12 Switch# show running-config 入力を確認します。

ステップ 13 Switch# copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 目的
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次に、ファスト イーサネット ポート 2/1 で 802.1X と AAA をイネーブルにし、設定を確認する例を示

します。

Cisco IOS Release 12.2(50)SG およびそれ以降のリリース

Switch# configure terminal
Switch(config)# dot1x system-auth-control
Switch(config)# aaa new-model
Switch(config)# aaa authentication dot1x default group radius
Switch(config)# interface fastethernet2/1
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# dot1x pae authenticator
Switch(config-if)# authentication port-control auto
Switch(config-if)# end

Switch# show authentication sessions interface f9/2 
            Interface:  FastEthernet9/2
          MAC Address:  0007.e95d.83c4
           IP Address:  Unknown
               Status:  Running
               Domain:  UNKNOWN
       Oper host mode:  single-host
     Oper control dir:  both
      Session timeout:  N/A
         Idle timeout:  N/A
    Common Session ID:  0A050B160000009505106398
      Acct Session ID:  0x0000009B
               Handle:  0x0D000095

Runnable methods list:
       Method   State
       dot1x    Running
       mab      Not run

Cisco IOS Release 12.2(46)SG またはそれ以前のリリース

Switch# configure terminal
Switch(config)# dot1x system-auth-control
Switch(config)# aaa new-model
Switch(config)# aaa authentication dot1x default group radius
Switch(config)# interface fastethernet2/1
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# dot1x pae authenticator
Switch(config-if)# dot1x port-control auto
Switch(config-if)# end

Switch# show dot1x interface f9/2 details 

Dot1x Info for FastEthernet9/2
-----------------------------------
PAE                       = AUTHENTICATOR
PortControl               = AUTO
ControlDirection          = Both 
HostMode                  = SINGLE_HOST
QuietPeriod               = 60
ServerTimeout             = 0
SuppTimeout               = 30
ReAuthMax                 = 2
MaxReq                    = 2
TxPeriod                  = 30
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Dot1x Authenticator Client List
-------------------------------
Supplicant                = 0007.e95d.83c4
Session ID                = 0A050B160000009505106398
    Auth SM State         = AUTHENTICATING
    Auth BEND SM State    = REQUEST
Port Status               = UNAUTHORIZED

次に、ポートが認可されるときの例を示します。

Switch# show authentication sessions int G4/5
            Interface:  GigabitEthernet4/5
          MAC Address:  0015.e981.0531
           IP Address:  Unknown
            User-Name:  ctssxp
               Status:  Authz Success
               Domain:  DATA
       Oper host mode:  single-host
     Oper control dir:  both
      Session timeout:  N/A
         Idle timeout:  N/A
    Common Session ID:  0A053F0F00000004041E6B0C
      Acct Session ID:  0x00000021
               Handle:  0x2C000004
 
Runnable methods list:
       Method   State
       dot1x    Authc Success

Switch# show dot1x interface G4/5 details
 
Dot1x Info for GigabitEthernet4/5
-----------------------------------
PAE                       = AUTHENTICATOR
PortControl               = AUTO
ControlDirection          = Both   
HostMode                  = SINGLE_HOST
QuietPeriod               = 60
ServerTimeout             = 0
SuppTimeout               = 30
ReAuthMax                 = 2
MaxReq                    = 2
TxPeriod                  = 30
 
Dot1x Authenticator Client List
-------------------------------
Supplicant                = 0015.e981.0531
Session ID                = 0A053F0F00000004041E6B0C
    Auth SM State         = AUTHENTICATED
    Auth BEND SM State    = IDLE
Port Status               = AUTHORIZED

スイッチ /RADIUS サーバ通信の設定

RADIUS セキュリティ サーバは、ホスト名または IP アドレス、ホスト名と各 UDP ポート番号、ある

いは IP アドレスと各 UDP ポート番号で識別します。IP アドレスと UDP ポート番号の組み合わせに

よって、一意の ID が作成され、サーバの同一 IP アドレス上にある複数の UDP ポートに RADIUS 要
求を送信できるようになります。同じ RADIUS サーバ上の異なる 2 つのホスト エントリに同じサービ
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ス（たとえば認証など）を設定した場合、2 番めに設定されたホスト エントリは、 初に設定されたホ

スト エントリのフェールオーバー バックアップとして動作します。RADIUS のホストエントリは、設

定された順序で試行されます。

スイッチ上で RADIUS サーバ パラメータを設定するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# radius-server host 
{hostname | ip-address} auth-port 
port-number [acct-port port-number] 
[test username name] 
[ignore-auth-port] [ignore-acct-port] 
[idle-time min] key string

スイッチ上に RADIUS サーバ パラメータを設定します。

hostname | ip-address には、リモート RADIUS サーバのホスト名ま

たは IP アドレスを指定します。

特定の RADIUS サーバを削除するには、no radius-server host 
{hostname | ip-address} グローバル コンフィギュレーション コマン

ドを使用します。

auth-port port-number：認証要求のための UDP 宛先ポートを指

定します。デフォルト値は 1645 です。

acct-port port-number：アカウンティング要求のための UDP 宛
先ポートを指定します。デフォルト値は 1646 です。

RADIUS サーバの自動テストをイネーブルにし、RADIUS サーバの

アップとダウンを検出するには、test username name を使用します。

name パラメータはテスト アクセス要求で使用するユーザ名で、

RADIUS サーバに送信されます。サーバに設定されている有効な

ユーザである必要はありません。ignore-auth-port オプションと 
ignore-acct-port オプションを使用すると、認証ポートとアカウン

ティング ポートのテストをそれぞれディセーブルにします。

idle-time min パラメータには、アイドル状態の RADIUS サーバがま

だアップであることを確認するまでの時間を分単位で指定します。

デフォルトは 60 分です。

 key string には、スイッチと RADIUS サーバ上で動作する RADIUS 
デーモンとの間で使用する認証および暗号キーを指定します。key は
文字列であり、RADIUS サーバで使用されている暗号化キーと一致

する必要があります。

（注） キーの先行スペースは無視されますが、キーの内部および終

わりのスペースは有効であるため、キーは必ず 
radius-server host コマンド構文の 後の項目として設定し

てください。キーにスペースを使用する場合は、引用符が

キーの一部分である場合を除き、引用符でキーを囲まないで

ください。このキーは RADIUS デーモンで使用する暗号と

一致する必要があります。

RADIUS サーバを複数使用する場合は、このコマンドを繰り返し使

用してください。

ステップ 3 Switch(config-if)# radius deadtime 
min

（任意）ダウンしていた RADIUS サーバがアップしたかどうかをテ

ストするまでの時間を分単位で指定します。デフォルトは 1 分です。



44-35
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-25340-01-J

第 44 章      802.1X ポートベース認証の設定

802.1X ポートベース認証の設定

次に、IP アドレスが 172.120.39.46 であるサーバを RADIUS サーバとして指定する例を示します。

初のコマンドはポート 1612 を認証ポートとして指定し、暗号キーを rad123 に設定します。

2 番めのコマンドは、RADIUS サーバ上でキーを照合するように指定します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# radius-server host 172.l20.39.46 auth-port 1612 key rad123
Switch(config)# ip radius source-interface g3/2
Switch(config)# end
Switch#

radius-server host グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、すべての RADIUS サー

バに対してタイムアウト、再送信回数、暗号キーの値をグローバルに設定できます。これらのオプショ

ンをサーバ単位で設定するには、radius-server timeout、radius-server retransmit、および 
radius-server key グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

さらに、RADIUS サーバで AAA クライアントも作成する必要があります。これらの設定値としては、

スイッチの IP アドレス、およびサーバとスイッチの双方で共有するキー ストリングがあります。

複数ドメイン認証および複数認可の設定

（注） 複数許可では、Cisco IOS Release 12.2(50)SG およびそれ以降のリリースが必要です。

マルチドメイン認証（MDA）および複数認可を設定するには、次の作業を実行します。

ステップ 4 Switch(config-if)# radius 
dead-criteria time seconds tries num

（任意）RADIUS サーバがダウンしているかどうかを判断する基準を

設定します。time パラメータには、サーバへの要求に応答がなく

なってからサーバがダウンと判断されるまでの時間を秒単位で指定

します。tries パラメータには、サーバがダウンと判断されるまでに

サーバへの要求に応答がない回数を指定します。

これらのパラメータの推奨値は、radius-server retransmit に等しい 
tries および radius-server retransmit x radius-server timeout に等

しい time です。

ステップ 5 Switch(config-if)# ip radius 
source-interface m/p

すべての発信 RADIUS パケットの送信元アドレスとして使用する IP 
アドレスを確立します。

ステップ 6 Switch(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 7 Switch# show running-config 入力を確認します。

ステップ 8 Switch# copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 目的

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# radius-server vsa 
send authentication

ネットワーク アクセス サーバが、ベンダー固有属性（VSA）を認識し

て使用するように設定します。

ステップ 3 Switch(config)# interface 
interface-id

複数ホストが間接的に接続されているポートを指定し、インターフェイ

ス コンフィギュレーション モードを開始します。
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次に、802.1X 認証をイネーブルにし、複数ホストを許可する例を示します。

Cisco IOS Release 12.2(50)SG およびそれ以降のリリース

Switch(config)# interface gigabitethernet2/1
Switch(config-if)# authentication port-control auto
Switch(config-if)# authentication host-mode multi-host
Switch(config-if)# end

Cisco IOS Release 12.2(46)SG またはそれ以前のリリース

Switch(config)# interface gigabitethernet2/1
Switch(config-if)# dot1x port-control auto
Switch(config-if)# dot1x host-mode multi-host
Switch(config-if)# end

ステップ 4 Cisco IOS Release 12.2(50)SG およびそれ

以降のリリース

Switch(config-if)# [no] 
authentication host-mode 
{single-host | multi-host | 
multi-domain} | multi-auth}

Cisco IOS Release 12.2(46)SG またはそれ

以前のリリース

Switch(config-if)# [no] dot1x 
host-mode {single-host | multi-host 
| multi-domain}

キーワードにより、次のものが許可されます。

• single-host：IEEE 802.1X 認可ポートの単一ホスト（クライアント）

が許可されます。

• multi-host：単一ホストの認証後に 802.1X 認可ポートの複数ホスト

が許可されます。

• multi-domain：1 つのホストおよび（IP Phone、Cisco、または 
Cisco 以外などの）1 つの音声デバイスの両方が、IEEE 802.1X 認可

ポートで認証されます。

（注） ホスト モードが multi-domain に設定されている場合、IP Phone 
の音声 VLAN を設定する必要があります。詳細については、

第 41 章「音声インターフェイスの設定」 を参照してください。

• multi-auth：複数のホストおよび IP Phone（Cisco または Cisco 以
外）などの 1 つの音声デバイスが、IEEE 802.1X 認可ポートで認証

されるようにします。このキーワードでは、Cisco IOS Release 
12.2(50)SG およびそれ以降のリリースが必要です。

指定されたインターフェイスについて、dot1x port-control インター

フェイス コンフィギュレーション コマンドが auto に設定されているこ

とを確認します。

ポート上で複数のホストをディセーブルにするには、 
no authentication host-mode {multi-host | multi-domain | multi-auth} 
インターフェイス コンフィギュレーション コマンド（これよりも前のリ

リースでは、 no dot1x host-mode {multi-host | multi-domain} インター

フェイス コンフィギュレーション コマンド）を使用します。

ステップ 5 Switch(config-if)# switchport voice 
vlan vlan-id

（任意）音声 VLAN を設定します。

ステップ 6 Switch(config-if)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 7 Switch# show dot1x interface 
interface-id [detail]

入力を確認します。

ステップ 8 Switch# copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 目的



44-37
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-25340-01-J

第 44 章      802.1X ポートベース認証の設定

802.1X ポートベース認証の設定

次に、MDA をイネーブルにし、ポート上でホストと 802.1X 音声デバイス（802.1X サプリカントを持

つ Cisco またはサードパーティ電話など）の両方を許可する例を示します。

Cisco IOS Release 12.2(50)SG およびそれ以降のリリース

Switch# conf terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# interface FastEthernet3/1
Switch(config-if)# shut
Switch(config-if)# switchport access vlan 12
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport voice vlan 10
Switch(config-if)# dot1x pae authenticator
Switch(config-if)# authentication port-control auto
Switch(config-if)# authentication host-mode multi-domain
Switch(config-if)# no shut
Switch(config-if)# end
 

Cisco IOS Release 12.2(46)SG またはそれ以前のリリース

Switch# conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# interface FastEthernet3/1
Switch(config-if)# shut
Switch(config-if)# switchport access vlan 12
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport voice vlan 10
Switch(config-if)# dot1x pae authenticator
Switch(config-if)# dot1x port-control auto
Switch(config-if)# dot1x host-mode multi-domain
Switch(config-if)# no shut
Switch(config-if)# end

次に、MDA をイネーブルにし、ポート上でホストと 802.1X 以外の音声デバイスを許可する例を示し

ます。

Cisco IOS Release 12.2(50)SG およびそれ以降のリリース

Switch# conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# interface FastEthernet3/1
Switch(config-if)# shut
Switch(config-if)# switchport access vlan 12
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport voice vlan 10
Switch(config-if)# dot1x pae authenticator
Switch(config-if)# authentication port-control auto
Switch(config-if)# authentication host-mode multi-domain
Switch(config-if)# mab eap
Switch(config-if)# no shut
Switch(config-if)# end

Cisco IOS Release 12.2(46)SG またはそれ以前のリリース

Switch# conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# interface FastEthernet3/1
Switch(config-if)# shut
Switch(config-if)# switchport access vlan 12
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport voice vlan 10
Switch(config-if)# dot1x pae authenticator
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Switch(config-if)# dot1x port-control auto
Switch(config-if)# dot1x host-mode multi-domain
Switch(config-if)# dot1x mac-auth-bypass
Switch(config-if)# no shut
Switch(config-if)# end

次に、ファスト イーサネット インターフェイス 3/1 での dot1x MDA 設定を確認する例を示します。

Switch# show dot1x interface FastEthernet3/1 detail

Dot1x Info for FastEthernet3/1
-----------------------------------
PAE                       = AUTHENTICATOR
PortControl               = AUTO
ControlDirection          = Both
HostMode                  = MULTI_DOMAIN
ReAuthentication          = Disabled
QuietPeriod               = 60
ServerTimeout             = 30
SuppTimeout               = 30
ReAuthPeriod              = 3600 (Locally configured)
ReAuthMax                 = 2
MaxReq                    = 2
TxPeriod                  = 30
RateLimitPeriod           = 0

Dot1x Authenticator Client List
-------------------------------
Domain                    = DATA
Supplicant                = 0000.0000.ab01
        Auth SM State     = AUTHENTICATED
        Auth BEND SM Stat = IDLE
Port Status               = AUTHORIZED
Authentication Method     = Dot1x
Authorized By             = Authentication Server
Vlan Policy               = 12

Domain                    = VOICE
Supplicant                = 0060.b057.4687
        Auth SM State     = AUTHENTICATED
        Auth BEND SM Stat = IDLE
Port Status               = AUTHORIZED
Authentication Method     = Dot1x
Authorized By             = Authentication Server

Switch#

次に、MDA をイネーブルにし、IEEE 802.1x 認可ポート上で複数ホストと 1 つの音声デバイスを認証

する例を示します。

（注） この例は、Cisco IOS Release 12.2(50)SG およびそれ以降のリリースに適用できます。

Switch# conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# interface FastEthernet3/1
Switch(config-if)# shut
Switch(config-if)# switchport access vlan 12
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport voice vlan 10
Switch(config-if)# dot1x pae authenticator



44-39
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-25340-01-J

第 44 章      802.1X ポートベース認証の設定

802.1X ポートベース認証の設定

Switch(config-if)# authentication port-control auto
Switch(config-if)# authentication host-mode multi-auth
Switch(config-if)# map eap
Switch(config-if)# no shut
Switch(config-if)# end

ACL 割り当てとリダイレクト URL を使用した 802.1X 認証の設定

ここでは、次の内容について説明します。

• 「ダウンロード可能 ACL」（P.44-39）

• 「URL のリダイレクト」（P.44-41）

• 「ダウンロード ポリシーの設定」（P.44-44）

ダウンロード可能 ACL

ダウンロード可能な ACL（DACL）機能を使用すると、認証サーバからデバイス固有の認可ポリシー

をダウンロードできます。これらのポリシーは、該当するクライアントに対する認証に成功し、クライ

アントの IP アドレスが IP デバイス トラッキング テーブルに入力された後で、アクティブにされます 
（ポートが認証され、IP デバイス トラッキング テーブルに IP アドレス エントリが入力されると、ダウ

ンロード可能な ACL がポート上で適用されます）。

次のセクションでは、関連する認証（802.1X または MAB）の設定を補うために必要な設定について

説明します。（スイッチ上では独自の設定作業は不要です。設定のすべては ACS 上に存在します。）認

証に成功後、show ip access-list コマンドを入力して、ダウンロード可能な ACL を表示します。

ダウンロード可能な ACL のスイッチの設定

ダウンロード可能な ACL にスイッチを設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 IP デバイス トラッキング テーブルを設定します。

Switch(config)# ip device tracking

ステップ 2 認証を転送するよう、RADIUS VSA を設定します。

Switch(config)# radius-server vsa send authentication

ステップ 3 インターフェイスにスタティック ACL を設定します。

Switch(config)# int g2/9
Switch(config-if)# ip access-group pacl-4 in

インターフェイスの設定：例

Switch# show running-configuration interface g2/9
Building configuration...
 
Current configuration : 617 bytes
!
interface GigabitEthernet2/9
 switchport
 switchport access vlan 29
 switchport mode access
 switchport voice vlan 1234
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 access-group mode prefer port
 ip access-group pacl-4 in 
 speed 100
 duplex full
 authentication event fail action authorize vlan 111
 authentication event server dead action authorize vlan 333
 authentication event server alive action reinitialize  
 authentication host-mode multi-auth
 authentication order dot1x
 authentication port-control auto
 authentication timer restart 100
 authentication timer reauthenticate 20
 authentication timer inactivity 200  
 mab eap
 dot1x pae authenticator
end       
 
Switch#
Switch# show ip access-list pacl-4
    10 permit ip host 1.1.1.1 host 2.2.2.2
    20 permit icmp host 1.1.1.1 host 2.2.2.2 
Switch#

DACL のデバッグ コマンド

IP デバイス トラッキング テーブルには、ARP または DHCP を介して認識されたホスト IP アドレスが

含まれています。

次のコマンドにより、IP デバイス トラッキング テーブルでの制限が表示されます。

Switch# show ip device tracking all
IP Device Tracking = Enabled
IP Device Tracking Probe Count = 3 
IP Device Tracking Probe Interval = 30
--------------------------------------------------------------
  IP Address     MAC Address       Interface          STATE   
--------------------------------------------------------------
50.0.0.12       0015.60a4.5e84 GigabitEthernet2/9     ACTIVE 

次のコマンドにより、ACS からのダウンロード可能な ACL が Policy Enforced Module（EPM）セッ

ションに含まれることが表示されます。

Switch# show epm session ip 50.0.0.12
Admission feature       : DOT1X
AAA Policies            :
ACS ACL                 : xACSACLx-IP-auth-48b79b6e 

次のコマンドにより、ダウンロード可能な ACL の内容が表示されます。

Switch# show ip accesslists xACSACLx-IP-auth-48b79b6e
Extended IP access list xACSACLx-IP-auth-48b79b6e (per-user)
    10 permit udp any any
Switch(config)#
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Cisco ACS での DACL の設定

（注） DACL は、Cisco ACS のみでサポートされます。

DACL に必要な ACS が正しく動作するように設定する手順は、次のとおりです。

ステップ 1 [Radius Shared Profile]  > [Downloadable IP ACL Content]（図 44-10）を選択すると表示されるウィン

ドウで、ダウンロード可能な IP ACL を設定します。

図 44-10 共有プロファイル コンポーネント

ステップ 2 [User] > [DACLs] を選択すると表示されるウィンドウを使用して、ユーザでこのダウンロード可能な 
ACL を接続します（図 44-11）。

図 44-11 ダウンロード可能 ACL

URL のリダイレクト

URL ダイレクトを設定するには、ACS とスイッチ上で設定する必要があります。
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ACS の設定

2 つの Cisco-AV ペアを設定するには、ユーザまたはグループの Cisco IOS/PIX 6x RADIUS 属性で次

のステートメントを追加します。

url-redirect-acl=urlacl 
url-redirect=http://www.cisco.com 

（注） デフォルト ポート ACL は、インターフェイス上で設定する必要があります。

スイッチの設定

URL リダイレクトのためにスイッチを設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 IP デバイス トラッキング テーブルを設定します。

Switch(config)# ip device tracking

ステップ 2 send authentication コマンドを使用して、RADIUS を設定します。

Switch(config)# radius-server vsa send authentication 

ステップ 3 URL リダイレクトの ACL（URLACL）を設定します。

Switch# ip access-list urlacl
    10 permit tcp any any 
Switch#

ステップ 4 インターフェイスにスタティック ACL（PACL）を設定します。

Switch(config)# int g2/9 
Switch(config-if)# ip access-group pacl-4 in

インターフェイスの設定：例

Switch# show running-configuration int g2/9
Building configuration...
 
Current configuration : 617 bytes
!
interface GigabitEthernet2/9
 switchport
 switchport access vlan 29
 switchport mode access
 switchport voice vlan 1234
 access-group mode prefer port
 ip access-group pacl-4 in
 speed 100
 duplex full
 authentication event fail action authorize vlan 111
 authentication event server dead action authorize vlan 333
 authentication event server alive action reinitialize  
 authentication host-mode multi-auth
 authentication order dot1x
 authentication port-control auto
 authentication timer restart 100
 authentication timer reauthenticate 20
 authentication timer inactivity 200
 mab  
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 dot1x pae authenticator
end       

Switch#

Switch# show access-list pacl-4
    10 permit ip host 1.1.1.1 host 2.2.2.2
    20 permit icmp host 1.1.1.1 host 2.2.2.2
Switch#

次のコマンドを使用して、URL リダイレクトを確認します。

show ip device tracking コマンドにより、IP デバイス トラッキング テーブルでの制限が表示されま

す。

Switch(config)# show ip device tracking all 
IP Device Tracking = Enabled 
IP Device Tracking Probe Count = 3 
IP Device Tracking Probe Interval = 30
--------------------------------------------------------------
  IP Address     MAC Address       Interface          STATE   
--------------------------------------------------------------
50.0.0.12       0015.60a4.5e84 GigabitEthernet2/9     ACTIVE

show epm session ip コマンドにより、特定のホストの EPM セッションが表示されます。ACS からダ

ウンロードされる URL のリダイレクト ACL 情報および URL リダイレクト URL 情報を確認します。

Switch# show epm session ip 50.0.0.12
Admission feature       : DOT1X
AAA Policies            :
URL Redirect ACL        : urlacl 
URL Redirect            : http://www.cisco.com

Cisco IOS ソフトウェアでサポートされる AV ペアの詳細については、AAA クライアント上で実行さ

れるソフトウェア リリースについての ACS コンフィギュレーションおよびコマンド リファレンス マ
ニュアルを参照してください。

DACL と URL リダイレクトの注意事項

ダウンロード可能な ACL または URL リダイレクトでは、ACL ソースは ANY にする必要があります 
（permit TCP ANY host 1.1.1.1 eq 80 または permit TCP ANY host 1.1.1.1 eq 443）。
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ダウンロード ポリシーの設定

ダウンロード可能なポリシーを設定するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# access-list 
access-list-number {deny | permit} 
source [source-wildcard] [log]

ソース アドレスおよびワイルドカードを使用してデフォルト ポート 
ACL を定義します。

access-list-number は、1 から 99 または 1300 から 1999 の十進数です。

条件が一致した場合にアクセスを拒否するか許可するかを指定するには、

deny または permit を入力します。

source は、パケットの送信元となるネットワークまたはホストのアドレ

スで、次の形式で指定します。

• ドット付き 10 進数形式の 32 ビットの値

• source および source-wildcard の値 0.0.0.0 255.255.255.255 の省略

形としてキーワード any

source-wildcard の値は必要ではありません。

• source および source-wildcard の値 source 0.0.0.0 の省略形を意味す

るキーワード host。

（任意）source-wildcard ビットを送信元アドレスに適用します。

（任意）ログを入力して、エントリと一致するパケットに関する情報ロギ

ング メッセージをコンソールに送信します。

ステップ 3 Switch(config-if)# interface 
interface-id 

インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 4 Switch(config-if)# ip access-group 
{access-list-number | name} in 

指定されたインターフェイスへのアクセスを制御します。

この手順は、ダウンロードされたポリシーを動作させるために必須です。

ステップ 5 Switch(config)# exit グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 6 Switch(config)# aaa new-model AAA をイネーブルにします。

ステップ 7 Switch(config)# aaa authorization 
network default local

許可の方法をローカルに設定します。認可方式を削除するには、no aaa 
authorization network default local コマンドを使用します。

ステップ 8 Switch(config)# ip device tracking IP デバイス トラッキング テーブルをイネーブルにします。

IP デバイス トラッキング テーブルをディセーブルにするには、no ip 
device tracking グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用し

ます。

ステップ 9 Switch(config)# ip device tracking 
[probe {count count | interval 
interval}]

（任意）IP デバイス トラッキング テーブルで、これらのパラメータを設

定します。

• count：スイッチが ARP プローブを送信する回数です。指定できる

範囲は 1 ～ 5 です。デフォルトは 3 です。

• interval：スイッチが ARP プローブを再送する前に、応答を待機す

る秒数。指定できる範囲は 30 ～ 300 秒です。デフォルトは 30 秒で

す。
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次に、ダウンロード可能なポリシーに関するスイッチを設定する例を示します。

Switch# config terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)# aaa new-model
Switch(config)# aaa authorization network default local
Switch(config)# ip device tracking
Switch(config)# ip access-list extended default_acl
Switch(config-ext-nacl)# permit ip any any
Switch(config-ext-nacl)# exit
Switch(config)# radius-server vsa send authentication
Switch(config)# int fastEthernet 2/13
Switch(config-if)# ip access-group default_acl in
Switch(config-if)# exit

ユーザ単位の ACL とフィルタ ID ACL を使用した 802.1X 認証の設定

ここでは、次の内容について説明します。

• 「ユーザ単位の ACL とフィルタ ID ACL」（P.44-45）

• 「ユーザ単位の ACL とフィルタ ID ACL の設定」（P.44-51）

ユーザ単位の ACL とフィルタ ID ACL

Cisco IOS Release 12.2(52)SG よりも前のリリースでは、Catalyst 4500 プラットフォームでのみ、ダウ

ンロード可能な ACL がサポートされます。これは、Cisco ACS サーバでは動作しますが、サードパー

ティ AAA サーバでは動作しません。Cisco IOS Release 12.2(52)SG では、Catalyst 4500 スイッチから

フィルタ ID/ユーザ単位の ACL 拡張機能が提供されます。これにより、サードパーティ製 AAA サー

バを使用した ACL ポリシーの実施が可能になります。

フィルタ ID 機能により、次の機能が実行できるようになります。

フィルタ ID オプションを使用すると、管理者は、IETF 規格の RADIUS 属性を使用して、AAA 
サーバ上で ACL 名を定義できます。ACL そのものは、スイッチ上で事前にローカルに定義する必

要があります。

ステップ 10 Switch(config)# ip device tracking 
[probe {delay interval}]

（任意）IP デバイス トラッキング テーブルに対してオプションのプロー

ブ遅延パラメータを設定します。

• interval：スイッチが ARP プローブの送信を遅延する秒数。追跡対

象デバイスによるリンク アップおよび ARP プローブの生成により

起動されます。指定できる範囲は 1 ～ 120 秒です。デフォルトは 0 
秒です。

ステップ 11 Switch(config)# radius-server vsa 
send authentication

ベンダー固有属性を認識し使用するために、ネットワーク アクセス サー

バを設定します。

（注） ダウンロード可能な ACL が機能する必要があります。

ステップ 12 Switch(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 13 Switch# show ip device tracking 
{all | interface interface-id | ip 
ip-address | mac mac-address} 

IP デバイス トラッキング テーブル内のエントリに関する情報を表示し

ます。

ステップ 14 Switch# copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 目的
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ユーザ単位の ACL 機能により、次の機能が実行できるようになります。

ユーザ単位の ACL を使用すると、管理者は、Cisco RADIUS AV ペアを使用して、AAA サーバ上

でユーザ単位の ACL を定義できます。このアクションによって、サードパーティ AAA サーバは、

VSA として設定された Cisco Radius AV ペアを持つ Cisco Radius ディクショナリをロードするこ

とにより、相互運用できるようになります。

（注） RADIUS のベンダー固有属性（VSA）を使用すると、ベンダーは、標準 RADIUS 属性に含ま

れない独自の専用 RADIUS 属性をサポートできます。

スイッチの設定 

ユーザ単位の ACL とフィルタ ID ACL でスイッチを設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 IP デバイス トラッキング テーブルを設定します。

Switch(config)# ip device tracking

ステップ 2 インターフェイスにスタティック ACL を設定します。

Switch(config)# int g2/9
Switch(config-if)# ip access-group pacl-4 in

インターフェイスの設定：例

Switch# show running-configuration interface g2/9
Building configuration...
 
Current configuration : 617 bytes
!
interface GigabitEthernet2/9
 switchport
 switchport access vlan 29
 switchport mode access
 switchport voice vlan 1234
 access-group mode prefer port
 ip access-group pacl-4 in 
 speed 100
 duplex full
 authentication event fail action authorize vlan 111
 authentication event server dead action authorize vlan 333
 authentication event server alive action reinitialize  
 authentication host-mode multi-auth
 authentication order dot1x
 authentication port-control auto
 authentication timer restart 100
 authentication timer reauthenticate 20
 authentication timer inactivity 200  
 mab eap
 dot1x pae authenticator
end       
 
Switch#
Switch# show ip access-list pacl-4
    10 permit ip host 1.1.1.1 host 2.2.2.2
    20 permit icmp host 1.1.1.1 host 2.2.2.2 
Switch#
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ACS でのユーザ単位の ACL の設定

[Group/User Setting] ページで、[Cisco IOS/PIX 6.x RADIUS Attributes] セクションまでカーソルを移

動します。[[009\001] cisco-av-pair] の横のボックスを選択し、ユーザ単位の ACL の要素を入力しま

す。ユーザ単位の ACL の形式は、次のとおりです。

protocol_#:inacl# sequence number=ACE

protocol Either ip (for IP-based ACLs) or mac (for MAC-based ACLs)

図 44-12 は、設定しているグループのメンバが 10.100.60.0 サブネットへのすべてのアクセスを拒否さ

れ、10.100.10.116 のサーバへの HTTP アクセスを拒否され、その他のすべての場所では許可されるこ

とを示しています。

図 44-12 ユーザ単位の ACL での ACE の定義

（注） 出力 ACL（OUTACL）はサポートされません。
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ACS でのフィルタ ID の設定

[Group/User Setting] ページで、[IETF RADIUS Attributes] セクションまでカーソルを移動します。

[Filter-Id] の横のボックスを選択し、このグループのメンバに適用する ACL を入力します

（図 44-13）。

この形式の Filter-Id ia：

ACL_#.in

ACL Number of the ACL that was previously configured on the switch

図 44-13 フィルタ ID 属性の設定

（注） 出力 ACL（「100.out」など）はサポートされません。

ユーザ単位の ACL とフィルタ ID ACL のデバッグ コマンド

IP デバイス トラッキング テーブルには、ARP または DHCP を介して認識されたホスト IP アドレスが

含まれています。次のコマンドにより、IP デバイス トラッキング テーブルでの制限が表示されます。

Switch# show ip device tracking all
IP Device Tracking = Enabled
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IP Device Tracking Probe Count = 3
IP Device Tracking Probe Interval = 30
--------------------------------------------------------------
IP Address MAC Address Interface STATE
--------------------------------------------------------------
50.0.0.12 0015.60a4.5e84 GigabitEthernet2/9 ACTIVE

次のコマンドにより、ACS からのユーザ単位の ACL が Policy Enforced Module（EPM）セッション

に含まれることが表示されます。

Switch# show epm session ip 50.0.0.12
Admission feature : DOT1X
AAA Policies :
Per-User ACL            : deny ip any host 20.20.10.10

次のコマンドにより、ユーザ単位の ACL の内容が表示されます（前述のユーザ単位の ACL はイン

ターフェイス上に設定されるデフォルト ポート ACL で、次の例では、151 がデフォルト ポート ACL 
です）。

Switch# show access-list
Extended IP access list 151

     deny ip host 20.20.0.3 host 20.20.10.10

    10 permit ip any any (57 estimate matches)

次のコマンドにより、セッション数と、対応するクライアント IP アドレスが表示されます。

Switch# show epm session summary
EPM Session Information

-----------------------

Total sessions seen so far : 1

Total active sessions      : 1

Session IP Address :

-------------------

50.0.0.12

次のコマンドにより、ACL（ACS からの IP と MAC ACL の両方）が Policy Enforced Module（EPM）

セッションに含まれることが表示されます。

Switch# show epm session ip 50.0.0.12
Admission feature : DOT1X
AAA Policies :
Per-User ACL            : deny ip any host 20.20.10.10
Per-User ACL            : deny any host 0000.AAAA.AAAA

次のコマンドにより、ユーザ単位の ACL の内容が表示されます（前述のユーザ単位の ACL はイン

ターフェイス上に設定されるデフォルト ポート ACL で、前の例では、151 がデフォルト ポート ACL 
です）。

Switch# show access-list
Extended IP access list 151

     deny ip host 20.20.0.3 host 20.20.10.10

    10 permit ip any any (57 estimate matches)
..
..
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..(check for the mac access-list created)..

..
Extended MAC access list PerUser_MAC_ACL-589079192 (per-user)
    deny   any host 0000.aaaa.aaaa
..

次のコマンドにより、ACS からのフィルタ ID 155 が Policy Enforced Module（EPM）セッションに含

まれることが表示されます。

（注） 156 IP 拡張 ACL はスイッチ上で事前に設定されるもので、これによってポリシー実行を発生させるこ

とができます。

Switch# show ip access-list 156
Extended IP access list 156
    10 deny ip any host 155.155.155.156
    20 deny ip any 156.100.60.0 0.0.0.255
    30 deny tcp any host 156.100.10.116 eq www

Switch# show epm session ip 50.0.0.12
Admission feature : DOT1X
AAA Policies :
Filter-Id               : 155

次のコマンドにより、インターフェイスに適用されるフィルタ ID の内容が表示されます。

Switch# show ip access-list int <gi6/3>

Switch# show ip access-list interface gi6/3
     deny ip host 20.20.0.2 host 155.155.155.156
     deny ip host 20.20.0.2 156.100.60.0 0.0.0.255
     deny tcp host 20.20.0.2 host 156.100.10.116 eq www

ユーザ単位の ACL とフィルタ ID ACL の注意事項

ユーザ単位の ACL およびフィルタ ID ACL については、ACL ソースを ANY にする必要があります

（permit TCP ANY host 1.1.1.1 eq 80 または permit TCP ANY host 1.1.1.1 eq 443）。
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ユーザ単位の ACL とフィルタ ID ACL の設定

ユーザ単位の ACL およびフィルタ ID ACL を設定するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# access-list 
access-list-number {deny | permit} 
source [source-wildcard] [log] 

ソース アドレスおよびワイルドカードを使用してデフォルト ポート 
ACL を定義します。

access-list-number は、1 から 99 または 1300 から 1999 の十進数です。

条件が一致した場合にアクセスを拒否するか許可するかを指定するには、

deny または permit を入力します。

source は、パケットの送信元となるネットワークまたはホストのアドレ

スで、次の形式で指定します。

• ドット付き 10 進数形式の 32 ビットの値

• source および source-wildcard の値 0.0.0.0 255.255.255.255 の省略

形としてキーワード any

source-wildcard の値は必要ではありません。

• source および source-wildcard の値 source 0.0.0.0 の省略形を意味す

るキーワード host。

（任意）source-wildcard ビットを送信元アドレスに適用します。

（任意）ログを入力して、エントリと一致するパケットに関する情報ロギ

ング メッセージをコンソールに送信します。

ステップ 3 Switch(config-if)# interface 
interface-id 

インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 4 Switch(config-if)# ip access-group 
{access-list-number | name} in 

指定されたインターフェイスへのアクセスを制御します。

この手順は、ダウンロードされたポリシーを動作させるために必須です。

ステップ 5 Switch(config)# exit グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 6 Switch(config)# aaa new-model AAA をイネーブルにします。

ステップ 7 Switch(config)# aaa authorization 
network default local

許可の方法をローカルに設定します。認可方式を削除するには、no aaa 
authorization network default local コマンドを使用します。

ステップ 8 Switch(config)# ip device tracking IP デバイス トラッキング テーブルをイネーブルにします。

IP デバイス トラッキング テーブルをディセーブルにするには、no ip 
device tracking グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用し

ます。

ステップ 9 Switch(config)# ip device tracking 
[probe {count count | interval 
interval}]

（任意）IP デバイス トラッキング テーブルで、これらのパラメータを設

定します。

• count：スイッチが ARP プローブを送信する回数です。指定できる

範囲は 1 ～ 5 です。デフォルトは 3 です。

• interval：スイッチが ARP プローブを再送する前に、応答を待機す

る秒数。指定できる範囲は 30 ～ 300 秒です。デフォルトは 30 秒で

す。
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次に、ダウンロード可能なポリシーに関するスイッチを設定する例を示します。

Switch# config terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)# aaa new-model
Switch(config)# aaa authorization network default local
Switch(config)# ip device tracking
Switch(config)# ip access-list extended default_acl
Switch(config-ext-nacl)# permit ip any any
Switch(config-ext-nacl)# exit
Switch(config)# int fastEthernet 2/13
Switch(config-if)# ip access-group default_acl in
Switch(config-if)# exit

RADIUS によるセッション タイムアウトの設定

Catalyst 4500 シリーズ スイッチでは、RADIUS による再認証タイムアウトを使用するように設定でき

ます。

RADIUS によるタイムアウトを設定するには、次の作業を行います。

ステップ 10 Switch(config)# ip device tracking 
[probe {delay interval}]

（任意）IP デバイス トラッキング テーブルに対してオプションのプロー

ブ遅延パラメータを設定します。

• interval：スイッチが ARP プローブの送信を遅延する秒数。追跡対

象デバイスによるリンク アップおよび ARP プローブの生成により

起動されます。指定できる範囲は 1 ～ 120 秒です。デフォルトは 0 
秒です。

ステップ 11 Switch(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 12 Switch# show ip device tracking 
{all | interface interface-id | ip 
ip-address | mac mac-address} 

IP デバイス トラッキング テーブル内のエントリに関する情報を表示し

ます。

ステップ 13 Switch# copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 目的

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# interface 
interface-id

インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 3 Switch(config-if)# switchport mode 
access

非トランキング、タグなし単一 VLAN レイヤ 2 インターフェイスを指定

します。

ステップ 4 Switch(config-if)# dot1x pae 
authenticator

ポート上でデフォルト設定の 802.1X 認証をイネーブルにします。

「802.1X のデフォルト設定」（P.44-29）を参照してください。
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次に、スイッチがサーバから再認証時間を取得するように設定し、設定を確認する例を示します。

Cisco IOS Release 12.2(50)

Switch# configure terminal
Switch(config)# interface f7/1
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# dot1x pae authenticator
Switch(config-if)# authentication timer reauthenticate server
Switch(config-if)# end
Switch# show dot1x interface f7/1 det

Dot1x Info for FastEthernet7/11
-----------------------------------
PAE                       = AUTHENTICATOR
PortControl               = FORCE_AUTHORIZED
ControlDirection          = Both 
HostMode                  = SINGLE_HOST
ReAuthentication          = Disabled
QuietPeriod               = 60
ServerTimeout             = 30
SuppTimeout               = 30
ReAuthPeriod              = (From Authentication Server)
ReAuthMax                 = 2
MaxReq                    = 2
TxPeriod                  = 30
RateLimitPeriod           = 0

Dot1x Authenticator Client List Empty

Port Status               = AUTHORIZED

Switch#

Cisco IOS Release 12.2(46) またはそれ以前のリリース

Switch# configure terminal
Switch(config)# interface f7/1
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# dot1x pae authenticator
Switch(config-if)# dot1x timeout reauth-attempts server
Switch(config-if)# end
Switch# show dot1x interface f7/1 det

ステップ 5 Cisco IOS Release 12.2(50)SG およびそれ

以降のリリース

Switch(config-if)# authentication 
timer reauthenticate {interface | 
server}

Cisco IOS Release 12.2(46)SG またはそれ

以前のリリース

Switch(config-if)# dot1x timeout 
reauth-attempts {interface | server}

再認証の間隔（秒）を設定します。

ステップ 6 Switch(config-if)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 7 Switch# show dot1x interface 
interface-id details

入力を確認します。

ステップ 8 Switch# copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 目的
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Dot1x Info for FastEthernet7/11
-----------------------------------
PAE                       = AUTHENTICATOR
PortControl               = FORCE_AUTHORIZED
ControlDirection          = Both 
HostMode                  = SINGLE_HOST
ReAuthentication          = Disabled
QuietPeriod               = 60
ServerTimeout             = 30
SuppTimeout               = 30
ReAuthPeriod              = (From Authentication Server)
ReAuthMax                 = 2
MaxReq                    = 2
TxPeriod                  = 30
RateLimitPeriod           = 0

Dot1x Authenticator Client List Empty

Port Status               = AUTHORIZED

Switch#

MAC 移動の設定

MAC 移動を使用すると、認証されたホストをスイッチのポート間で移動できます。

（注） MAC 移動を設定する前に、ポート セキュリティを削除する必要があります。

スイッチで MAC 移動をグローバルにイネーブルにするには、次の作業を行います。

次の例では、スイッチで MAC Move をグローバルにイネーブルにする方法を示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# authentication mac-move permit

次の syslog メッセージは、MAC 移動が発生したときに表示されます。

%AUTHMGR-5-SECUREMACMOVE: <mac-addr> moved from <interface-name> to <interface-name>

MAC 置換の設定

MAC 置換によって、新規ユーザは、放棄されたポートに接続できます。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# authentication 
mac-move permit

MAC 移動をグローバルにイネーブルにします。

ステップ 3 Switch(config-if)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 Switch# show run 入力を確認します。

ステップ 5 Switch # copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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ユーザが接続を解除するが、スイッチが EAPOL ログオフを受信しなかった場合、セッションはアップ

のままです。単一または複数のドメイン モードでは、新しいホストがそのポートに接続できません。

新しいホストが接続しようとした場合、違反がポートでトリガーされます。違反アクションが置換とし

て設定されている場合、望ましい動作は、NAD（スイッチ）が、 初のセッションを終了し、新しい 
MAC に基づく認証シーケンスをリセットすることです。

スイッチの MAC 置換をイネーブルにする手順は、次のとおりです。

次の例では、スイッチで MAC 置換をグローバルにイネーブルにする方法を示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# interface f7/1
Switch(config-if)# authentication violation replace

次の syslog メッセージは、MAC 置換が発生したときに表示されます。

%AUTHMGR-5-SECUREMACREPLACE: <mac-addr> replaced <mac-addr> on <interface-name>

違反アクションの設定

違反に対する応答に基づいて、シャットダウン、制限、または置換のいずれかのモードで 802.1X セ
キュリティ違反動作を設定できます。

違反アクションを設定するには、次の作業を実行します。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# interface 
interface-id

インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 3 Switch(config-if)# authentication 
violation [restrict | shutdown | 
replace]

新しいホストが単一または複数のドメイン モードにある場合、古いセッ

ションを切断し、新しいホストを認証します。

ステップ 4 Switch(config-if)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 Switch# show run 入力を確認します。

ステップ 6 Switch # copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# interface 
interface-id

インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 3 Switch(config-if)# authentication 
violation [restrict | 
shutdown | replace]

（任意）セキュリティ違反が発生した場合のポートのディスポジションを

設定します。

デフォルトでは、ポートはシャットダウンされます。restrict キーワー

ドが設定されている場合、ポートはシャット ダウンしません。

新しいホストが単一または複数ドメインのモードで確認されると、置換

モードは古いセッションを切断し、新しいホストを認証します。

ステップ 4 Switch(config-if)# end 特権 EXEC モードに戻ります。
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次に、スイッチで違反モードをシャットダウンに設定する例を示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# authentication violation shutdown

シャットダウン モードでセキュリティ違反がトリガーされたときに、ポートは errdisable になります。

次の syslog メッセージが表示されます。

%AUTHMGR-5-SECURITY_VIOLATION: Security violation on the interface <interface name>, new 
MAC address <mac-address> is seen.
%PM-4-ERR_DISABLE: security-violation error detected on <interface name>, putting 
<interface name> in err-disable state

ゲスト VLAN を使用した 802.1X 認証の設定

Catalyst 4500 シリーズ スイッチの各 802.1X ポートにゲスト VLAN を設定して、クライアントに限定

されたサービス（802.1X クライアントのダウンロードなど）を提供できます。これらのクライアント

は 802.1X 認証用にシステムをアップグレードできる場合もありますが、一部のホストには（Windows 
98 システムなど）802.1X 対応でないものもあります。

802.1X ポート上でゲスト VLAN をイネーブルにしたときに、次のいずれかが当てはまる場合、

Catalyst 4500 シリーズ スイッチは、ゲスト VLAN にクライアントを割り当てます。

• 認証サーバが、EAPOL 要求またはアイデンティティ フレームに対する応答を受信しない。

• EAPOL パケットがクライアントによって送信されない。

Cisco IOS Release 12.2(25)EWA 以降では、Catalyst 4500 シリーズ スイッチでは EAPOL パケット履

歴が保持されます。リンクの存続期間中に他の EAPOL パケットがインターフェイス上で検出された場

合、ネットワーク アクセスは拒否されます。EAPOL 履歴は、リンクの消失時にリセットされます。

スイッチ ポートがゲスト VLAN に移されると、許可される 802.1X 非対応クライアントの許容数に制

限がなくなります。802.1X 対応クライアントが、ゲスト VLAN が設定されたのと同じポートに参加す

る場合、ポートはユーザ設定のアクセス VLAN 内で無許可ステートになり、認証が再開されます。

ゲスト VLAN は、単一ホスト モードまたは複数ホスト モードの 802.1X ポートでサポートされます。

（注） ポートがゲスト VLAN に追加されると、自動的に複数ホスト モードになり、このポートを使用して

ポートを無制限に接続できるようになります。複数ホスト設定を変更しても、ゲスト VLAN 内のポー

トには影響しません。

（注） RSPAN VLAN または音声 VLAN 以外の任意のアクティブな VLAN を、802.1X ゲスト VLAN として

設定できます。

ステップ 5 Switch# show run 入力を確認します。

ステップ 6 Switch # copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 目的



44-57
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-25340-01-J

第 44 章      802.1X ポートベース認証の設定

802.1X ポートベース認証の設定

ポート上のゲスト VLAN に 802.1X を設定するには、次の作業を行います。

次に、FastEthernet 4/3 上の通常の VLAN 50 をスタティックなアクセス ポート上のゲスト VLAN とし

てイネーブルにする例を示します。

Cisco IOS Release 12.2(50)SG およびそれ以降のリリース

Switch# configure terminal
Switch(config)# interface fa4/3
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# dot1x pae authenticator
Switch(config-if)# authentication event no-response action authorize vlan 50
Switch(config-if)# authentication port-control auto
Switch(config-if)# end
Switch#

Cisco IOS Release 12.2(46)SG またはそれ以前のリリース

Switch# configure terminal
Switch(config)# interface fa4/3
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# dot1x pae authenticator
Switch(config-if)# dot1x guest-vlan 50

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# interface 
interface-id

インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始し、802.1X 認
証をイネーブルにするインターフェイスを指定します。

ステップ 3 Switch(config-if)# switchport mode 
access
or
Switch(config-if)# switchport mode 
private-vlan host

非トランキング、タグなし単一 VLAN レイヤ 2 インターフェイスを指定

します。

有効な PVLAN トランクのアソシエーションを持つポートが、アクティブ 
ホストの PVLAN トランク ポートになることを指定します。

ステップ 4 Switch(config-if)# dot1x pae 
authenticator

ポート上でデフォルト設定の 802.1X 認証をイネーブルにします。

「802.1X のデフォルト設定」（P.44-29）を参照してください。

ステップ 5 Cisco IOS Release 12.2(50)SG およびそれ

以降のリリース

Switch(config-if)# authentication 
event no-response action authorize 
vlan vlan-id

Cisco IOS Release 12.2(46)SG またはそれ

以前のリリース

Switch(config-if)# dot1x guest-vlan 
vlan-id

特定のインターフェイス上でゲスト VLAN をイネーブルにします。

特定のポート上でゲスト VLAN 機能をディセーブルにするには、 
no authentication event no-response action authorize vlan インター

フェイス コンフィギュレーション コマンド（これよりも前のリリースで

は、no dot1x guest-vlan インターフェイス コンフィギュレーション コ
マンド）を使用します。

ステップ 6 Cisco IOS Release 12.2(50)SG およびそれ

以降のリリース

Switch(config-if)# authentication 
port-control auto

Cisco IOS Release 12.2(46)SG またはそれ

以前のリリース

Switch(config-if)# dot1x 
port-control auto

インターフェイス上で、802.1X 認証をイネーブルにします。

ステップ 7 Switch(config-if)# end コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 8 Switch(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。
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Switch(config-if)# dot1x port-control auto
Switch(config-if)# end
Switch#

次に、セカンダリ PVLAN 100 を PVLAN ホスト ポート上のゲスト VLAN としてイネーブルにする例

を示します。

Cisco IOS Release 12.2(50)SG およびそれ以降のリリース

Switch# configure terminal
Switch(config)# interface fa4/3
Switch(config-if)# switchport mode private-vlan host
Switch(config-if)# authentication port-control auto
Switch(config-if)# authentication event no-response action authorize vlan 100
Switch(config-if)# end
Switch#

Cisco IOS Release 12.2(46)SG またはそれ以前のリリース

Switch# configure terminal
Switch(config)# interface fa4/3
Switch(config-if)# switchport mode private-vlan host
Switch(config-if)# dot1x port-control auto
Switch(config-if)# dot1x guest-vlan 100
Switch(config-if)# end
Switch#

サプリカントがスイッチ上のゲスト VLAN で許容されるようにするには、次の作業を実行します。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch# dot1x guest-vlan supplicant （任意）サプリカントがスイッチ上のゲスト VLAN にグローバルに許容

されるようにします。

（注） Cisco IOS リリース 12.3(31)SG の CLI では表示されませんが、

dot1x guest-vlan supplicant コマンドを含むレガシー コンフィ

ギュレーションは現在も動作します。このコマンドを使用するこ

とは推奨しません。ただし、認証が失敗したため、VLAN オプ

ションによってこのコマンドは不要になります。

スイッチ上でサプリカントのゲスト VLAN 機能をディセーブルにするに

は、 no dot1x guest-vlan supplicant グローバル コンフィギュレーション 
コマンドを使用します。

ステップ 3 Switch(config)# interface 
interface-id

インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始し、802.1X 認
証をイネーブルにするインターフェイスを指定します。

ステップ 4 Switch(config-if)# switchport mode 
access
or
Switch(config-if)# switchport mode 
private-vlan host

非トランキング、タグなし単一 VLAN レイヤ 2 インターフェイスを指定

します。

有効な PVLAN トランクのアソシエーションを持つポートが、アクティブ 
ホストの PVLAN トランク ポートになることを

指定します。

ステップ 5 Switch(config-if)# dot1x pae 
authenticator

ポート上でデフォルト設定の 802.1X 認証をイネーブルにします。

「802.1X のデフォルト設定」（P.44-29）を参照してください。

ステップ 6 Switch(config-if)# dot1x guest-vlan 
vlan-id

アクティブ VLAN を 802.1X ゲスト VLAN として指定します。指定で

きる範囲は 1 ～ 4094 です。
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次に、ゲスト VLAN 機能をイネーブルにし、ゲスト VLAN として VLAN 5 を指定する例を示します。

Cisco IOS Release 12.2(50)SG およびそれ以降のリリース

Switch# configure terminal
Switch(config)# dot1x guest-vlan supplicant
Switch(config)# interface gigabitethernet5/9
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# dot1x pae authenticator
Switch(config-if)# authentication event no-response action authorize vlan 5
Switch(config-if)# authentication port-control auto
Switch(config-if)# end
Switch#

Cisco IOS Release 12.2(46)SG またはそれ以前のリリース

Switch# configure terminal
Switch(config)# dot1x guest-vlan supplicant
Switch(config)# interface gigabitethernet5/9
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# dot1x pae authenticator
Switch(config-if)# dot1x guest-vlan 5
Switch(config-if)# dot1x port-control auto
Switch(config-if)# end
Switch#

MAC 認証バイパスを使用した 802.1X 認証の設定

MAC 認証バイパス（MAB）をイネーブルにするには、次の作業を実行します。

ステップ 7 Cisco IOS Release 12.2(50)SG およびそれ

以降のリリース

Switch(config-if)# authentication 
port-control auto

Cisco IOS Release 12.2(46)SG またはそれ

以前のリリース

Switch(config-if)# dot1x 
port-control auto

インターフェイス上で、802.1X 認証をイネーブルにします。

ステップ 8 Switch(config-if)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 9 Switch# show dot1x interface 
interface-id

入力を確認します。

ステップ 10 Switch# copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 目的

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# interface 
interface-id

設定するポートを指定し、インターフェイス コンフィギュレーション 
モードを開始します。
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（注） ポートの 802.1X MAB 設定を削除しても、ポートの認可ステートおよび認証ステートには影響があり

ません。ポートが無認証ステートであれば、そのステートのまま残ります。MAB のためにポートが認

証ステートであれば、スイッチは 802.1X オーセンティケータに戻ります。MAC アドレスによりポー

トがすでに認可されている場合に、MAB 設定が削除されると、再認証されるまでポートは認可ステー

トのままになります。そのとき 802.1X サプリカントがライン上で検出されれば、MAC アドレスは削

除されます。

次に、ギガビット イーサネット インターフェイス 3/3 で MAB をイネーブルにし、設定を確認する例

を示します。

Cisco IOS Release 12.2(50)SG およびそれ以降のリリース

Switch# configure terminal
Switch(config)# interface gigabitethernet3/3
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# dot1x pae authenticator
Switch(config-if)# authentication port-control auto
Switch(config-if)# mab
Switch(config-if)# end
Switch# show mab int g3/3 details
MAB details for GigabitEthernet3/3
-------------------------------------
Mac-Auth-Bypass           = Enabled

ステップ 3 Switch(config-if)# switchport mode 
access
or
Switch(config-if)# switchport mode 
private-vlan host

非トランキング、タグなし単一 VLAN レイヤ 2 インターフェイスを指

定します。

有効な PVLAN トランクのアソシエーションを持つポートが、アクティブ 
ホストの PVLAN トランク ポートになることを

指定します。

ステップ 4 Switch(config-if)# dot1x pae 
authenticator

ポート上でデフォルト設定の 802.1X 認証をイネーブルにします。

「802.1X のデフォルト設定」（P.44-29）を参照してください。

ステップ 5 Cisco IOS Release 12.2(50)SG およびそれ

以降のリリース

Switch(config-if)# authentication 
port-control auto

Cisco IOS Release 12.2(46)SG またはそれ

以前のリリース

Switch(config-if)# dot1x 
port-control auto

インターフェイス上で、802.1X 認証をイネーブルにします。

ステップ 6 Cisco IOS Release 12.2(50)SG およびそれ

以降のリリース

Switch(config-if)# mab [eap]

Cisco IOS Release 12.2(46)SG またはそれ

以前のリリース

Switch(config-if)# dot1x 
mac-auth-bypass [eap]

スイッチの MAB をイネーブルにします。

eap オプションは、標準の RADIUS Access-Request、Access-Accept 通
信に対して、完全な EAP 通信を使用する必要があることを指定します。

デフォルトでは、eap オプションは MAB でイネーブルになっています。

ステップ 7 Switch(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 8 Switch# show mab interface 
interface-id details

（任意）入力を確認します。

ステップ 9 Switch# copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 目的
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MAB Client List
---------------
Client MAC                = 0001.0001.0001
Session ID                = C0A8016F0000002304175914
MAB SM state              = TERMINATE
Auth Status               = AUTHORIZED

Cisco IOS Release 12.2(46)SG またはそれ以前のリリース

Switch# configure terminal
Switch(config)# interface gigabitethernet3/3
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# dot1x pae authenticator
Switch(config-if)# dot1x port-control auto
Switch(config-if)# dot1x mac-auth-bypass
Switch(config-if)# end
Switch# show dot1x int g3/3 details
Dot1x Info for GigabitEthernet3/3
-----------------------------------
PAE                       = AUTHENTICATOR
PortControl               = AUTO
ControlDirection          = Both 
HostMode                  = SINGLE_HOST
ReAuthentication          = Disabled
QuietPeriod               = 60
ServerTimeout             = 30
SuppTimeout               = 30
ReAuthPeriod              = 3600 (Locally configured)
ReAuthMax                 = 2
MaxReq                    = 2
TxPeriod                  = 1
RateLimitPeriod           = 0
Mac-Auth-Bypass           = Enabled
 
Dot1x Authenticator Client List
-------------------------------
Supplicant                = 0000.0000.0001
 Auth SM State     = AUTHENTICATED
 Auth BEND SM Stat = IDLE
Port Status               = AUTHORIZED
Authentication Method     = MAB
Authorized By             = Authentication Server
Vlan Policy               = N/A
 
Switch#

アクセス不能認証バイパスを使用した 802.1X 認証の設定

注意 アクセス不能認証バイパスを正しく機能させるには、「スイッチ /RADIUS サーバ通信の設定」

（P.44-33）で説明されているようにスイッチを設定して RADIUS サーバのステートをモニタリング

する必要があります。特に、RADIUS テスト ユーザ名、アイドル時間、ダウン時間、およびダウン

基準を設定する必要があります。設定しない場合、スイッチは RADIUS サーバがダウンしても検出

できなかったり、動作しない RADIUS サーバを動作していると早まってマーキングしてしまったり

します。
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ポートをクリティカル ポートとして設定し、アクセス不能認証バイパス機能をイネーブルにするには、

次の作業を実行します。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# dot1x critical 
eapol

（任意）EAP 交換を通じてポートが部分的にクリティカル許可されてい

るときに EAPOL-Success パケットを送信するかどうかを設定します。

（注） 一部のサプリカントでは必須です。

デフォルトでは、EAP 交換を通じてポートが部分的にクリティカル許可

されている場合、EAPOL-Success パケットを送信しません。ポートが

クリティカル許可されているときに、進行中の EAP 交換がない場合、

EAPOL-Success パケットは、このオプションに関係なく常に送信され

ます。

ステップ 3 [Catalyst 4900M, Catalyst 4948E, Supervisor 
Engine 6-E, and Supervisor Engine 6L-E] 
Cisco IOS Release 12.2(50)SG およびそれ

以降のリリース

[Supervisor Engine 7-E and Supervisor 
Engine 7L-E]
Cisco IOS Release 15.0(1)X またはそれ以降

のリリース
Switch(config)# authentication 
critical recovery delay msec

Cisco IOS Release 12.2(46)SG またはそれ

以前のリリース

Switch(config)# dot1x critical 
recovery delay msec

（任意）RADIUS サーバが使用可能になったとき、クリティカル許可さ

れたポートの再初期化スロットル レートを指定します。デフォルトのス

ロットル レートは 100 ミリ秒です。これは、1 秒に 10 ポートが再初期

化されることを表します。

ステップ 4 Switch(config)# interface 
interface-id

設定するポートを指定し、インターフェイス コンフィギュレーション 
モードを開始します。

ステップ 5 Switch(config-if)# switchport mode 
access
or
Switch(config-if)# switchport mode 
private-vlan host

非トランキング、タグなし単一 VLAN レイヤ 2 インターフェイスを指

定します。

有効な PVLAN トランクのアソシエーションを持つポートが、アクティブ 
ホストの PVLAN トランク ポートになることを

指定します。

ステップ 6 Switch(config-if)# dot1x pae 
authenticator

ポート上でデフォルト設定の 802.1X 認証をイネーブルにします。

「802.1X のデフォルト設定」（P.44-29）を参照してください。

ステップ 7 Switch(config-if)# authentication 
port-control auto

インターフェイス上で、802.1X 認証をイネーブルにします。
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ステップ 8 [Catalyst 4900M, Catalyst 4948E, Supervisor 
Engine 6-E, and Supervisor Engine 6L-E]
Cisco IOS Release 12.2(50)SG およびそれ

以降のリリース

[Supervisor Engine 7-E and Supervisor 
Engine 7L-E]
Cisco IOS Release 15.0(1)XO またはそれ以

降のリリース
Switch(config-if)# authentication 
event server dead action authorize 
[vlan vlan-id]

Cisco IOS Release 12.2(46)SG またはそれ

以前のリリース

Switch(config-if)# dot1x critical

or
[Catalyst 4900M, Catalyst 4948E, Supervisor 
Engine 6-E, and Supervisor Engine 6L-E]
Cisco IOS Release 15.0(2)SG またはそれ以

降のリリース
Supervisor Engine 7-E and Supervisor 
Engine 7L-E]
Cisco IOS Release XE 3.2.0SG またはそれ

以降のリリース
Switch(config-if)# [no] 
authentication event server dead 
action reinitialize [vlan vlan-id]

ポート上のデータ クライアントのアクセス不能認証バイパス機能をイ

ネーブルにし、データ クライアントを割り当てる VLAN を指定します。

VLAN を指定しない場合は、データ クライアントは、ポートで設定さ

れたデータ VLAN に割り当てられます。

この機能をディセーブルにするには、no authentication event server 
dead action authorize vlan インターフェイス コンフィギュレーション 
コマンド（これよりも前のリリースでは、no dot1x critical インター

フェイス コンフィギュレーション コマンド）を使用します。

または、Cisco IOS Release 15.0(2) SG 以降では、authentication event 
server dead action reinitialize vlan コマンドを使用してデータ クライ

アントのアクセス不能認証バイパスをイネーブルにすることができま

す。このコマンドは、RADIUS が使用できなくなり、クライアントが認

証を試行するときに、すべての許可されたデータ クライアントの再認証

を強制します。これはデータ デバイスだけに適用されます。音声デバイ

スは影響を受けません。

アクセス不能認証バイパスをディセーブルにするには、no 
authentication event server dead action reinitialize vlan インターフェ

イス コンフィギュレーション コマンドを使用します。

ステップ 9 [Catalyst 4900M, Catalyst 4948E, Supervisor 
Engine 6-E, and Supervisor Engine 6L-E]
Cisco IOS Release 15.0(2)SG またはそれ以

降のリリース

Supervisor Engine 7-E and Supervisor 
Engine 7L-E]
Cisco IOS Release XE 3.2.0SG またはそれ

以降のリリース

Switch(config-if)# authentication 
event server dead action authorize 
voice

（任意）ポートの音声クライアントのアクセス不能認証バイパスをイ

ネーブルにします。このコマンドは、複数ドメイン認証および複数認証

モードに適用されます。

この機能をディセーブルにするには、no authentication event server 
dead action authorize voice インターフェイス コンフィギュレーション 
コマンドを使用します。

ステップ 10 [Catalyst 4900M, Catalyst 4948E, Supervisor 
Engine 6-E, and Supervisor Engine 6L-E]
Cisco IOS Release 12.2(50)SG およびそれ

以降のリリース

Supervisor Engine 7-E and Supervisor 
Engine 7L-E]
Cisco IOS Release 15.0(1)XO またはそれ以

降のリリース
Switch(config-if)# authentication 
event server alive action 
reinitialize

Cisco IOS Release 12.2(46)SG またはそれ

以前のリリース

Switch(config-if)# dot1x critical 
recovery action reinitialize

（任意）ポートがクリティカル許可されており RADIUS が使用可能であ

れば、ポートを再初期化することを指定します。

デフォルトでは、ポートを再初期化しません。

ステップ 11 Switch(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

コマンド 目的
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次に、アクセス不能認証バイパスを使用した 802.1X 認証の完全な設定例を示します。これには、

「802.1X 認証のイネーブル化」（P.44-30）および「スイッチ /RADIUS サーバ通信の設定」（P.44-33）
で指定した必須の AAA および RADIUS 設定が含まれます。

設定された RADIUS サーバの IP アドレスは 10.1.2.3 で、認証にはポート 1645 を、アカウンティング

には 1646 を使用します。RADIUS 秘密キーは mykey です。テスト サーバ プローブに使用するユーザ

名は randomizes です。アップとダウンの両方のサーバに対するテスト プローブは 1 分間に 1 回生成さ

れます。ファスト イーサネット インターフェイス 3/1 は、AAA の応答がなくなると VLAN 17 でクリ

ティカル認証され、AAA が再び使用可能になると自動的に再初期化するように設定されます。

Cisco IOS Release 12.2(50)SG およびそれ以降のリリース

Switch# configure terminal
Switch(config)# aaa new-model
Switch(config)# aaa authentication dot1x default group radius
Switch(config)# dot1x system-auth-control
Switch(config)# radius-server host 10.1.2.3 auth-port 1645 acct-port 1646 test username 
randomuser idle-time 1 key mykey
Switch(config)# radius deadtime 1
Switch(config)# radius dead-criteria time 15 tries 3
Switch(config)# interface f3/1
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# dot1x pae authenticator
Switch(config-if)# authentication port-control auto
Switch(config-if)# authentication event server dead action authorize vlan 17
Switch(config-if)# end
Switch# show dot1x int fastethernet 3/1 details

Dot1x Info for FastEthernet3/1
-----------------------------------
PAE                       = AUTHENTICATOR
PortControl               = AUTO
ControlDirection          = Both
HostMode                  = SINGLE_HOST
ReAuthentication          = Disabled
QuietPeriod               = 60
ServerTimeout             = 30
SuppTimeout               = 30
ReAuthPeriod              = 3600 (Locally configured)
ReAuthMax                 = 2
MaxReq                    = 2
TxPeriod                  = 30
RateLimitPeriod           = 0
Critical-Auth             = Enabled
Critical Recovery Action  = Reinitialize
Critical-Auth VLAN        = 17
 
Dot1x Authenticator Client List
-------------------------------
Supplicant                = 0000.0000.0001
 
Auth SM State     = AUTHENTICATING
Auth BEND SM Stat = RESPONSE
Port Status               = AUTHORIZED
Authentication Method     = Dot1x

ステップ 12 Switch# show dot1x interface 
interface-id details

（任意）入力を確認します。

ステップ 13 Switch# copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 目的
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Authorized By             = Critical-Auth
Operational HostMode      = SINGLE_HOST
Vlan Policy               = 17

Switch#

Cisco IOS Release 12.2(46)SG またはそれ以前のリリース

Switch# configure terminal
Switch(config)# aaa new-model
Switch(config)# aaa authentication dot1x default group radius
Switch(config)# dot1x system-auth-control
Switch(config)# radius-server host 10.1.2.3 auth-port 1645 acct-port 1646 test username 
randomuser idle-time 1 key mykey
Switch(config)# radius deadtime 1
Switch(config)# radius dead-criteria time 15 tries 3
Switch(config)# interface f3/1
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# dot1x pae authenticator
Switch(config-if)# dot1x port-control auto
Switch(config-if)# dot1x critical
Switch(config-if)# dot1x critical vlan 17
Switch(config-if)# dot1x critical recovery action reinitialize
Switch(config-if)# end
Switch# show dot1x int fastethernet 3/1 details

Dot1x Info for FastEthernet3/1
-----------------------------------
PAE                       = AUTHENTICATOR
PortControl               = AUTO
ControlDirection          = Both
HostMode                  = SINGLE_HOST
ReAuthentication          = Disabled
QuietPeriod               = 60
ServerTimeout             = 30
SuppTimeout               = 30
ReAuthPeriod              = 3600 (Locally configured)
ReAuthMax                 = 2
MaxReq                    = 2
TxPeriod                  = 30
RateLimitPeriod           = 0
Critical-Auth             = Enabled
Critical Recovery Action  = Reinitialize
Critical-Auth VLAN        = 17
 
Dot1x Authenticator Client List
-------------------------------
Supplicant                = 0000.0000.0001
 
Auth SM State     = AUTHENTICATING
Auth BEND SM Stat = RESPONSE
Port Status               = AUTHORIZED
Authentication Method     = Dot1x
Authorized By             = Critical-Auth
Operational HostMode      = SINGLE_HOST
Vlan Policy               = 17

Switch#

単方向制御ポートを使用した 802.1X 認証の設定

単方向制御ポートを設定するには、次の作業を実行します。
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（注） 単方向制御ポートは、ポートのスパニングツリー PortFast がイネーブルである場合のみ機能します。

単方向制御ポートおよびスパニングツリー PortFast は、ホストに接続されたスイッチ ポートで実装す

る必要があります。2 つのポートがともにイーサネット ケーブルに接続されている場合、2 つのポート

間でホスト学習のフラップが発生するため、CPU 使用率が高くなる可能性があります。

次に、単方向ポート制御をイネーブルにする例を示します。

Cisco IOS Release 12.2(50)SG およびそれ以降のリリース

Switch# configure terminal
Switch(config)# interface gigabitethernet3/3
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# dot1x pae authenticator
Switch(config-if)# authentication port-control auto
Switch(config-if)# authentication control-direction in
Switch(config-if)# end
Switch# show dot1x int g3/3
Dot1x Info for GigabitEthernet3/3
-----------------------------------
PAE                       = AUTHENTICATOR
PortControl               = AUTO
ControlDirection          = In
HostMode                  = SINGLE_HOST
ReAuthentication          = Disabled
QuietPeriod               = 60

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# interface 
interface-id

設定するポートを指定し、インターフェイス コンフィギュレーション 
モードを開始します。

ステップ 3 Switch(config-if)# switchport mode 
access
or
Switch(config-if)# switchport mode 
private-vlan host

非トランキング、タグなし単一 VLAN レイヤ 2 インターフェイスを指

定します。

有効な PVLAN トランクのアソシエーションを持つポートが、アクティブ 
ホストの PVLAN トランク ポートになることを指定します。

ステップ 4 Switch(config-if)# dot1x pae 
authenticator

ポート上でデフォルト設定の 802.1X 認証をイネーブルにします。

「802.1X のデフォルト設定」（P.44-29）を参照してください。

ステップ 5 Switch(config-if)# authentication 
port-control auto

インターフェイス上で、802.1X 認証をイネーブルにします。

ステップ 6 Cisco IOS Release 12.2(50)SG およびそれ

以降のリリース

Switch(config-if)# authentication 
control-direction {in | both}

Cisco IOS Release 12.2(46)SG またはそれ

以前のリリース

Switch(config-if)# dot1x 
control-direction {in | both}

各ポートで単方向ポート制御をイネーブルにします。

ステップ 7 Switch(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 8 Switch# show dot1x interface 
interface-id details

（任意）入力を確認します。

ステップ 9 Switch# copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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ServerTimeout             = 30
SuppTimeout               = 30
ReAuthPeriod              = 3600 (Locally configured)
ReAuthMax                 = 2
MaxReq                    = 2
TxPeriod                  = 30
RateLimitPeriod           = 0
 
Switch#

Cisco IOS Release 12.2(46)SG またはそれ以前のリリース

Switch# configure terminal
Switch(config)# interface gigabitethernet3/3
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# dot1x pae authenticator
Switch(config-if)# authentication port-control auto
Switch(config-if)# dot1x control-direction in
Switch(config-if)# end
Switch# show dot1x int g3/3
Dot1x Info for GigabitEthernet3/3
-----------------------------------
PAE                       = AUTHENTICATOR
PortControl               = AUTO
ControlDirection          = In
HostMode                  = SINGLE_HOST
ReAuthentication          = Disabled
QuietPeriod               = 60
ServerTimeout             = 30
SuppTimeout               = 30
ReAuthPeriod              = 3600 (Locally configured)
ReAuthMax                 = 2
MaxReq                    = 2
TxPeriod                  = 30
RateLimitPeriod           = 0
 
Switch#

VLAN ユーザ分散を使用した 802.1X の設定

VLAN ユーザ分散で 802.1X を設定するために、スイッチおよび ACS を設定する必要があります。

スイッチの設定

スイッチを設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 スイッチの VLAN グループを作成します。

VLAN グループを作成し、VLAN グループにいくつかの VLAN を割り当てるには、次のコマンドを入

力します。次に、VLAN グループ eng-group を作成し、そのグループに VLAN 20～ 24 をマッピング

する例を示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# vlan group eng-group vlan-list 20-24
Switch(config)# end
Switch# show vlan group group-name eng-group
Group Name VLANs Mapped
---------------- -------------------
eng-group        20-24
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（注） VLAN グループの一部として指定する VLAN が、スイッチでイネーブルになっていることを確認しま

す。指定した VLAN だけが、割り当てのために検討されます。

ステップ 2 マルチドメイン、シングル ホスト、またはマルチ ホストの各ポートを設定します。

詳細については、「802.1X 認証のイネーブル化」（P.44-30）を参照してください。

show コマンド

VLAN グループのメンバ VLAN を表示するには、次の show コマンドを使用します。

次に、show vlan group コマンドの出力例を示します。

Switch# show vlan group all
Group Name VLANs Mapped
---------------- -------------------
eng-dept        3-4

Switch# show vlan group group-name my_group user-count
     VLAN :   Count
   -------------------
     3         : 1
     4         : 0
     5         : 2
     7         : 0
     9         : 0
Switch#

この例では、VLAN 3、4、5、7、および 9 は、VLAN グループ my group のメンバです。

show コマンド 目的

show vlan group all デバイスに設定されているすべての VLAN グ
ループのメンバ VLAN を表示します。

show vlan group group-name vlan-group-name 特定の VLAN グループ名が付いている VLAN グ
ループのメンバ VLAN を表示します。

show vlan group group-name vlan-group-name 
user-count

指定した VLAN グループの各メンバ VLAN の
ユーザ数を表示します

この機能は、分散のためにポート セキュリティ

によって追加された認証済みユーザと MAC アド

レスだけをカウントします。その他の学習された 
MAC アドレスは、考慮に入れられません。

Cisco IOS Release 12.2(54) SG 時点で、VLAN 
のユーザ数は、ホストが VLAN のポート セキュ

リティ、802.1X、MAB、またはフォール バック

認証で学習される場合に増加します。



44-69
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-25340-01-J

第 44 章      802.1X ポートベース認証の設定

802.1X ポートベース認証の設定

ACS の設定

スイッチを設定したら、ACS 設定で VLAN グループの名前を指定する必要があります。

デフォルトでは、ACS によって、ユーザ 1 人あたりに 1 個の VLAN 名またはグループだけが送信され

ます。ただし、属性ごとに複数のタグを送信するように ACS を設定できます。これを行うには、ACS 
でユーザまたはグループの設定を変更する必要があります。（図 44-14に示す例を参照してください）。

図 44-14 ACS の VLAN ユーザ分散：属性ごとにタグを変更するインターフェイス設定

属性ごとに必要なタグを追加した後、ユーザまたはグループの設定によって、RADIUS サーバからの

値が複数のフィールドに表示されます（図 44-15）。
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図 44-15 ACS の VLAN ユーザ分散：ユーザ 1 人あたりに設定した複数の VLAN 番号

これらの 2 つの作業を完了し、許可を受信した後、ACS は設定された VLAN のグループをスイッチに

送信します。スイッチは、VLAN グループで設定された VLAN のリストを変更し、グループで も負

荷の少ない有効な VLAN がポートに割り当てられます。

認証失敗の場合の 802.1X 認証の設定

Catalyst 4500 シリーズ スイッチのレイヤ 2 ポートに認証失敗 VLAN アライメントを設定すると、認証

プロセスに失敗するクライアントに限定的なネットワーク サービスを提供できます。

（注） 認証失敗 VLAN 割り当ては、他のセキュリティ機能（ダイナミック ARP インスペクション（DAI）、
Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）スヌーピング、および IP ソース ガードなど）と併用

できます。認証失敗 VLAN 上では、これらの機能を個別にイネーブルおよびディセーブルにできます。

認証失敗 VLAN 割り当てを使用した 802.1X を設定するには、次の作業を実行します。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# interface 
interface-id

インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始し、802.1X 認
証をイネーブルにするインターフェイスを指定します。

ステップ 3 Switch(config-if)# switchport mode 
access

非トランキング、タグなし単一 VLAN レイヤ 2 インターフェイスを指定

します。

ステップ 4 Switch(config-if)# authentication 
port-control auto

インターフェイス上で、802.1X 認証をイネーブルにします。
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次に、スタティック アクセス ポート上の認証失敗 VLAN としてファスト イーサネット インターフェ

イス 4/3 上の通常の VLAN 40 をイネーブルにする例を示します。

Cisco IOS Release 12.2(50)SG およびそれ以降のリリース

Switch# configure terminal
Switch(config)# interface gigabitEthernet3/1
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# dot1x pae authenticator
Switch(config-if)# authentication port-control auto
Switch(config-if)# authentication event fail retry 5 action authorize vlan 40
Switch(config-if)# end
Switch# show dot1x all
Sysauthcontrol              Enabled
Dot1x Protocol Version            2

Dot1x Info for GigabitEthernet3/1
-----------------------------------
PAE                       = AUTHENTICATOR
PortControl               = AUTO
ControlDirection          = Both
HostMode                  = SINGLE_HOST
QuietPeriod               = 60
ServerTimeout             = 0
SuppTimeout               = 30
ReAuthMax                 = 2
MaxReq                    = 2
TxPeriod                  = 30
Switch#

ステップ 5 Cisco IOS Release 12.2(50)SG およびそれ

以降のリリース

Switch(config-if)# authentication 
event fail action authorize vlan 
vlan-id

Cisco IOS Release 12.2(46)SG またはそれ

以前のリリース

Switch(config-if)# dot1x auth-fail 
vlan vlan-id

特定のインターフェイス上で認証失敗 VLAN をイネーブルにします。

特定のポートで認証失敗 VLAN 機能をディセーブルにするには、no 
authentication event fail action authorize vlan インターフェイス コン

フィギュレーション コマンドを使用します。

ステップ 6 Cisco IOS Release 12.2(50)SG およびそれ

以降のリリース

Switch(config-if)# authentication 
event fail retry max-attempts 
action [authorize vlan vlan-id | 
next-method]

Cisco IOS Release 12.2(46)SG またはそれ

以前のリリース

Switch(config-if)# dot1x auth-fail 
max-attempts max-attempts

ポートが認証失敗 VLAN に移される前の、 大試行回数を設定します。

デフォルトの試行回数は 3 です。

ステップ 7 Switch(config-if)# end コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 8 Switch(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 9 Switch# show dot1x interface 
interface-id details

（任意）入力を確認します。

ステップ 10 Switch# copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 目的
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Cisco IOS Release 12.2(46)SG またはそれ以前のリリース

Switch# configure terminal
Switch(config)# interface gigabitEthernet3/1 
Switch(config-if)# switchport mode access 
Switch(config-if)# dot1x port-control auto 
Switch(config-if)# dot1x auth-fail vlan 40 
Switch(config-if)# dot1x auth-fail max-attempts 3 
Switch# show dot1x all
Sysauthcontrol              Enabled
Dot1x Protocol Version            2
Critical Recovery Delay         100
Critical EAPOL             Disabled

Dot1x Info for GigabitEthernet3/1
-----------------------------------
PAE                       = AUTHENTICATOR
PortControl               = AUTO
ControlDirection          = Both
HostMode                  = SINGLE_HOST
ReAuthentication          = Disabled
QuietPeriod               = 60
ServerTimeout             = 0
SuppTimeout               = 30
ReAuthPeriod              = 3600 (Locally configured)
ReAuthMax                 = 2
MaxReq                    = 2
TxPeriod                  = 5
RateLimitPeriod           = 0
Auth-Fail-Vlan            = 40
Auth-Fail-Max-attempts    = 3
Switch#

音声 VLAN に対する 802.1X 認証の設定

（注） 802.1X と音声 VLAN を同時に設定する必要があります。

（注） 同一ポート上に、認証失敗 VLAN と音声 VLAN の両方は設定できません。これら 2 つの機能を同じ

ポート上で設定しようとすると、Syslog メッセージが表示されます。

音声 VLAN で 802.1X をイネーブルにするには、次の作業を実行します。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# interface 
interface-id

インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 3 Switch(config-if)# switchport 
access vlan vlan-id

VLAN をアクセス モードのスイッチド インターフェイスに設定します。

ステップ 4 Switch(config-if)# switchport mode 
access

非トランキング、タグなし単一 VLAN レイヤ 2 インターフェイスを指定

します。

ステップ 5 Switch(config-if)# switchport voice 
vlan vlan-id

音声 VLAN をインターフェイスに設定します。
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次に、ファスト イーサネット インターフェイス 5/9 上の音声 VLAN 機能で 802.1X をイネーブルにす

る例を示します。

Cisco IOS Release 12.2(50)SG およびそれ以降のリリース

Switch# configure terminal
Switch(config)# interface fastethernet5/9
Switch(config-if)# switchport access vlan 2
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport voice vlan 10
Switch(config-if)# dot1x pae authenticator
Switch(config-if)# authentication port-control auto
Switch(config-if)# end
Switch(config# end
Switch#

Cisco IOS Release 12.2(46)SG またはそれ以前のリリース

Switch# configure terminal
Switch(config)# interface fastethernet5/9
Switch(config-if)# switchport access vlan 2
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport voice vlan 10
Switch(config-if)# dot1x pae authenticator
Switch(config-if)# dot1x port-control auto
Switch(config-if)# end
Switch(config# end
Switch#

VLAN 割り当てを使用した 802.1X 認証の設定

ダイナミック VLAN 割り当てをイネーブルにするには、スイッチで必要な追加設定はありません。複

数認証（MDA）の設定については、「複数ドメイン認証および複数認可の設定」（P.44-35）を参照して

ください。VLAN 割り当てをイネーブルにするには、Cisco ACS サーバを設定する必要があります。

ステップ 6 Switch(config-if)# dot1x pae 
authenticator

ポート上でデフォルト設定の 802.1X 認証をイネーブルにします。

「802.1X のデフォルト設定」（P.44-29）を参照してください。

ステップ 7 Cisco IOS Release 12.2(50)SG およびそれ

以降のリリース

Switch(config-if)# authentication 
port-control auto

Cisco IOS Release 12.2(46)SG またはそれ

以前のリリース

Switch(config-if)# dot1x 
port-control auto

インターフェイス上で、802.1X 認証をイネーブルにします。

ステップ 8 Switch(config-if)# end コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 9 Switch(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 10 Switch# show dot1x interface 
interface-id details

（任意）入力を確認します。

ステップ 11 Switch# copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 目的
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VLAN 割り当てで 802.1X をイネーブルにするには、次の作業を実行します。

次に、インターフェイス上に MDA を設定し、認証メカニズムとして 802.1X を設定する例を示しま

す。

Switch(config)# interface FastEthernet3/3
Switch(config-if)# switchport access vlan 10
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport voice vlan 16
Switch(config-if)# authentication host-mode multi-domain
Switch(config-if)# authentication port-control auto
Switch(config-if)# dot1x pae authenticator
Switch(config-if)# end

（注） ACS サーバで VLAN 割り当てを設定する必要があります。スイッチ上では、設定の変更は不

要です。

Cisco ACS での VLAN 割り当ての設定

音声 VLAN 割り当てを使用して MDA をイネーブルにする手順は、1 つの手順を除いて、MDA をアク

ティブにする手順と同じです。その 1 つの手順とは、[User]  > [IETF RADIUS Attributes] 属性を選択

後に、VLAN をダイナミック VLAN 割り当て用に設定する手順です（図 44-16を参照）。この手順で

は、ダイナミック VLAN 割り当てに必要な ACS 設定が正しく機能するように設定されます。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# interface 
interface-id

インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 3 Switch(config-if)# switchport 
access vlan-id

VLAN をアクセス モードのスイッチド インターフェイスに設定します。

ステップ 4 Switch(config-if)# switchport mode 
access

非トランキング、タグなし単一 VLAN レイヤ 2 インターフェイスを指定

します。

ステップ 5 Switch(config-if)# switchport voice 
vlan vlan-id

音声 VLAN をインターフェイスに設定します。

ステップ 6 Switch(config-if)# authentication 
host-mode multi-domain

インターフェイスで MDA をイネーブルにします。

ステップ 7 Switch(config-if)# authentication 
port-control auto

インターフェイス上で、802.1X 認証をイネーブルにします。

ステップ 8 Switch(config-if)# dot1x pae 
authenticator

ポート上でデフォルト設定の 802.1X 認証をイネーブルにします。

「802.1X のデフォルト設定」（P.44-29）を参照してください。

ステップ 9 Switch(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 10 Switch# show dot1x interface 
interface-id details

（任意）入力を確認します。

ステップ 11 Switch# copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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図 44-16 ユーザ設定

（注） 手順は音声デバイスと同じですが、AAA サーバが Cisco Attribute-Value（AV）ペア属性を 
device-traffic-class=voice にして送信するように設定する必要がある点が異なります。

フォールバック認証のイネーブル化

マルチ認証モードのポート上では、MAB および Web ベース認証のいずれか一方または両方を、非 
802.1X ホスト（EAPOL に対して応答しないホスト）に対するフォールバック認証方式として設定で

きます。認証方式の順序とプライオリティを設定します。

MAB の設定方法の詳細については、「MAC 認証バイパスを使用した 802.1X 認証の設定」（P.44-59）
を参照してください。

Web ベース認証の設定方法の詳細については、第 46 章「Web ベース認証の設定」を参照してくださ

い。

（注） MDA またはマルチ認証ポート上で、Web ベース認証およびその他の認証方式が設定されている場合、

ポートに接続されているすべてのデバイスで、ダウンロード可能な ACL ポリシーを設定する必要があ

ります。
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フォールバック認証をイネーブルにするには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch(config)# ip admission name rule-name proxy 
http 

Web ベース認証の認証ルールを設定します。

ステップ 2 Switch(config)# fallback profile profile-name Web ベース認証のフォールバック プロファイルを作成し

ます。

ステップ 3 Switch(config-fallback-profile)# ip access-group 
rule-name in

Web ベース認証前にネットワーク トラフィックに適用す

るデフォルト ACL を指定します。

ステップ 4 Switch(config-fallback-profile)# ip admission 
name rule-name

IP 許可ルールをプロファイルに関連付け、Web ベース認

証によって接続しているクライアントでこのルールが使

用されるよう指定します。

ステップ 5 Switch(config-fallback-profile)# exit グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 6 Switch(config)# interface type slot/port 設定するポートを指定し、インターフェイス コンフィ

ギュレーション モードを開始します。

type = fastethernet、gigabitethernet、または 
tengigabitethernet

ステップ 7 Cisco IOS Release 12.2(50)SG およびそれ以降のリリース

Switch(config-if)# authentication port-control 
auto

Cisco IOS Release 12.2(46)SG またはそれ以前のリリース

Switch(config-if)# dot1x port-control auto

ポートで認証をイネーブルにします。

ステップ 8 Switch(config-if)# authentication order method1 
[method2] [method3]

（任意）使用される認証方式のフォールバック順序を指

定します。method の 3 つの値のデフォルト順序は、

dot1x、mab、および webauth です。指定された順序に

より、再認証の（ も高いプライオリティから も低い

プライオリティへの）相対プライオリティも決定されま

す。

ステップ 9 Switch(config-if)# authentication priority 
method1 [method2] [method3]

（任意）使用される認証方式の相対プライオリティを上

書きします。method の 3 つの値は、プライオリティのデ

フォルト順序で、dot1x、mab、および webauth です。

ステップ 10 Switch(config-if)# authentication event fail 
action next-method 

認証に失敗した場合に適用される次の認証方式を指定し

ます。

ステップ 11 Cisco IOS Release 12.2(50)SG およびそれ以降のリリース

Switch(config-if)# mab [eap]

Cisco IOS Release 12.2(46)SG またはそれ以前のリリース

Switch(config-if)# dot1x mac-auth-bypass [eap]

MAC 認証バイパスをイネーブルにします。オプション

の eap キーワードは、RADIUS 認証中に使用される 
EAP 拡張機能を指定します。

ステップ 12 Switch(config-if)# authentication fallback 
profile-name

指定されたプロファイルを使用した Web ベースの認証を

イネーブルにします。

ステップ 13 Switch(config-if)# authentication violation 
[shutdown | restrict]

（任意）セキュリティ違反が発生した場合のポートの

ディスポジションを設定します。デフォルトでは、ポー

トはシャットダウンされます。restrict キーワードが設

定されている場合、ポートはシャットダウンされず、違

反 MAC アドレスに対してトラップ エントリがインス

トールされ、MAC アドレスからのトラフィックは廃棄

されます。
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次に、MAB への 802.1X フォールバックをイネーブルにし、続いて、802.1X がイネーブルにされた

ポートで Web ベース認証をイネーブルにする例を示します。

Switch(config)# ip admission name rule1 proxy http
Switch(config)# fallback profile fallback1
Switch(config-fallback-profile)# ip access-group default-policy in 
Switch(config-fallback-profile)# ip admission rule1 
Switch(config-fallback-profile)# exit
Switch(config)# interface gigabit5/9
Switch(config-if)# switchport mode access 
Switch(config-if)# authentication port-control auto 
Switch(config-if)# dot1x pae authenticator 
Switch(config-if)# authentication order dot1x mab webauth
Switch(config-if)# mab eap
Switch(config-if)# authentication fallback fallback1 
Switch(config-if)# exit
Switch(config)# ip device tracking
Switch(config)# exit

ポート上でフォールバック認証が設定されている場合に、802.1X を使用してホストが認証されたかど

うかを特定するには、次のコマンドを入力します。

Switch# show authentication sessions interface g7/2
 
            Interface:  GigabitEthernet7/2
          MAC Address:  0060.b057.4687
           IP Address:  Unknown
            User-Name:  test2
               Status:  Authz Success
               Domain:  DATA
       Oper host mode:  multi-auth
     Oper control dir:  both
        Authorized By:  Authentication Server
          Vlan Policy:  N/A
      Session timeout:  N/A
         Idle timeout:  N/A
    Common Session ID:  C0A8013F0000000901BAB560
      Acct Session ID:  0x0000000B

ステップ 14 Switch(config-if)# authentication timer 
inactivity {seconds | server}

（任意）MAB および 802.1X に対する無活動タイムアウ

ト値を設定します。デフォルトでは、ポートに対する無

活動の長さはディセーブルにされています。

• seconds：無活動タイムアウトの期間を指定します。

指定できる範囲は 1 ～ 65535 秒です。

• server：認証サーバから無活動タイムアウト期間の

値を取得することを指定します。

ステップ 15 Switch(config-if)# authentication timer restart 
seconds

（任意）無認可ポートの認証の試行で、認証プロセスを

再起動するまでの期間を指定します。

• seconds：再起動期間を指定します。指定できる範囲

は 1 ～ 65535 秒です。

ステップ 16 Switch(config-if)# exit グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 17 Switch(config)# ip device tracking Web ベース認証に必要な IP デバイス トラッキング テー

ブルをイネーブルにします。

ステップ 18 Switch(config)# exit 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 19 Switch# show dot1x interface type slot/port 入力を確認します。

コマンド 目的
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               Handle:  0xE8000009

Runnable methods list:
       Method   State
       dot1x    Authc Success
       mab      Not run

Switch# show dot1x interfaces g7/2 detail
 
Dot1x Info for GigabitEthernet7/2
-----------------------------------
PAE                       = AUTHENTICATOR
PortControl               = AUTO
ControlDirection          = Both 
HostMode                  = MULTI_AUTH
QuietPeriod               = 60
ServerTimeout             = 0
SuppTimeout               = 30
ReAuthMax                 = 2
MaxReq                    = 2
TxPeriod                  = 2
 
Dot1x Authenticator Client List
-------------------------------
Supplicant                = 0060.b057.4687
Session ID                = C0A8013F0000000901BAB560
    Auth SM State         = AUTHENTICATED
    Auth BEND SM State    = IDLE
Port Status               = AUTHORIZED

ポート上でフォールバック認証が設定されている場合に、MAB を使用してホストが認証されたかどう

かを特定するには、次のコマンドを入力します。

Switch# show authentication sessions interface g7/2
 
            Interface:  GigabitEthernet7/2
          MAC Address:  0060.b057.4687
           IP Address:  192.168.22.22
            User-Name:  0060b0574687
               Status:  Authz Success
               Domain:  DATA
       Oper host mode:  multi-auth
     Oper control dir:  both
        Authorized By:  Authentication Server
          Vlan Policy:  N/A
      Session timeout:  N/A
         Idle timeout:  N/A
    Common Session ID:  C0A8013F0000000B01BBD278
      Acct Session ID:  0x0000000D
               Handle:  0xF500000B
 
Runnable methods list:
       Method   State
       dot1x    Failed over
       mab      Authc Success

Switch# show mab interface g7/2 detail
 
MAB details for GigabitEthernet7/2
-------------------------------------
Mac-Auth-Bypass           = Enabled
 

MAB Client List
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---------------
Client MAC                = 0060.b057.4687
Session ID                = C0A8013F0000000B01BBD278
MAB SM state              = TERMINATE
Auth Status               = AUTHORIZED

ポート上でフォールバック認証が設定されている場合に、Web 認証を使用してホストが認証されたか

どうかを特定するには、次のコマンドを入力します。

Switch# show authentication sessions interface G4/3
            Interface:  GigabitEthernet4/3
          MAC Address:  0015.e981.0531
           IP Address:  10.5.63.13
               Status:  Authz Success
               Domain:  DATA
       Oper host mode:  single-host
     Oper control dir:  both
        Authorized By:  Authentication Server
          Vlan Policy:  N/A
      Session timeout:  N/A
         Idle timeout:  N/A
    Common Session ID:  0A053F0F0000000200112FFC
      Acct Session ID:  0x00000003
               Handle:  0x09000002 
 
Runnable methods list:
       Method   State
       dot1x    Failed over
       mab      Failed over
       webauth  Authc Success

Switch# show ip admission cache
Authentication Proxy Cache
Total Sessions: 1 Init Sessions: 0
 Client IP 10.5.63.13 Port 4643, timeout 1000, state ESTAB

Cisco IOS Release 12.2(46)SG またはそれ以前のリリース

Switch(config)# ip admission name rule1 proxy http
Switch(config)# fallback profile fallback1
Switch(config-fallback-profile)# ip access-group default-policy in 
Switch(config-fallback-profile)# ip admission rule1 
Switch(config-fallback-profile)# exit
Switch(config)# interface gigabit5/9
Switch(config-if)# switchport mode access 
Switch(config-if)# dot1x port-control auto 
Switch(config-if)# dot1x pae authenticator 
Switch(config-if)# authentication order dot1x mab webauth
Switch(config-if)# dot1x mac-auth-bypass eap
Switch(config-if)# adot1x fallback fallback1 
Switch(config-if)# exit
Switch(config)# ip device tracking
Switch(config)# exit

定期的な再認証のイネーブル化

定期的な 802.1X クライアント再認証をイネーブルにして、その発生間隔を指定できます。再認証をイ

ネーブルにする前に時間の間隔を指定しなかった場合、再認証を試行する間隔は 3600 秒になります。
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自動 802.1X クライアント再認証はインターフェイス単位の設定で、個々のポートに接続しているクラ

イアントに対して設定できます。特定のポートに接続するクライアントを手動で再認証する方法につい

ては、「待機時間の変更」（P.44-82）を参照してください。

クライアントの定期的再認証をイネーブルにして、再認証を試行する間隔を秒数で設定するには、次の

作業を行います。

次に、定期的な再認証をイネーブルにし、再認証を試行する間隔を 4000 秒に設定する例を示します。

Cisco IOS Release 12.2(50)SG およびそれ以降のリリース

Switch# configure terminal
Switch(config)# interface fastethernet5/9
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# dot1x pae authenticator
Switch(config-if)# authentication periodic

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# interface 
interface-id

インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始し、定期的再認

証をイネーブルにするインターフェイスを指定します。

ステップ 3 Switch(config-if)# switchport mode 
access

非トランキング、タグなし単一 VLAN レイヤ 2 インターフェイスを指定

します。

ステップ 4 Switch(config-if)# dot1x pae 
authenticator

ポート上でデフォルト設定の 802.1X 認証をイネーブルにします。

「802.1X のデフォルト設定」（P.44-29）を参照してください。

ステップ 5 Cisco IOS Release 12.2(50)SG およびそれ

以降のリリース

Switch(config-if)# authentication 
periodic

Cisco IOS Release 12.2(46)SG またはそれ

以前のリリース

Switch(config-if)# dot1x 
reauthentication

クライアントの定期的な再認証をイネーブルにします。デフォルトでは

ディセーブルに設定されています。

定期的な再認証をディセーブルにするには、no authentication periodic 
インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します（以前

のリリースでは、 no dot1x reauthentication インターフェイス コンフィ

ギュレーション コマンドを使用します）。

ステップ 6 Cisco IOS Release 12.2(50)SG およびそれ

以降のリリース

Switch(config-if)# authentication 
timer reauthenticate {seconds | 
server}

Cisco IOS Release 12.2(46)SG またはそれ

以前のリリース

Switch(config-if)# dot1x timeout 
reauth-period {seconds | server}

再認証を試行する間隔（秒）を指定するか、またはスイッチが RADIUS 
によるセッション タイムアウトを使用するようにします。

指定できる範囲は 1 ～ 65,535 秒です。デフォルトは 3600 秒です。

再認証を試行する間隔をデフォルトの秒数に戻すには、no 
authentication timer reauthenticate グローバル コンフィギュレーショ

ン コマンド（これよりも前のリリースでは、 dot1x timeout 
reauth-attempts コマンド）を使用します。

このコマンドがスイッチの動作に影響を与えるのは、定期的再認証がイ

ネーブルに設定されている場合だけです。

ステップ 7 Cisco IOS Release 12.2(50)SG およびそれ

以降のリリース

Switch(config-if)# authentication 
port-control auto

Cisco IOS Release 12.2(46)SG またはそれ

以前のリリース

Switch(config-if)# dot1x 
port-control auto

インターフェイス上で、802.1X 認証をイネーブルにします。

ステップ 8 Switch(config-if)# end 特権 EXEC モードに戻ります。
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Switch(config-if)# authentication timer reauthenticate 4000
Switch(config-if)# authentication port-control auto
Switch(config-if)# end
Switch#

Cisco IOS Release 12.2(46)SG またはそれ以前のリリース

Switch# configure terminal
Switch(config)# interface fastethernet5/9
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# dot1x pae authenticator
Switch(config-if)# dot1x reauthentication
Switch(config-if)# dot1x timeout reauth-period 4000
Switch(config-if)# dot1x port-control auto
Switch(config-if)# end
Switch#

複数ホストのイネーブル化

図 44-9（P.44-27） のように、複数のホスト（クライアント）を 1 つの 802.1X 対応ポートに接続でき

ます。このモードでは、ポートが許可されると、ポートに間接的に接続された他のすべてのホストに対

して、ネットワーク アクセスが許可されます。ポートが無許可になると（再認証が失敗するか、

EAPOL-Logoff メッセージを受信すると）、スイッチは、無線アクセス ポイントに接続されたすべての

クライアントに対してネットワーク アクセスを拒否します。

dot1x port-control インターフェイス コンフィギュレーション コマンドが auto に設定されている 
802.1X 許可ポート上で、複数のホスト（クライアント）を許容するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# interface 
interface-id

インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始し、複数のホス

トを間接的に接続するインターフェイスを指定します。

ステップ 3 Switch(config-if)# switchport mode 
access

非トランキング、タグなし単一 VLAN レイヤ 2 インターフェイスを指定

します。

ステップ 4 Switch(config-if)# dot1x pae 
authenticator

ポート上でデフォルト設定の 802.1X 認証をイネーブルにします。

「802.1X のデフォルト設定」（P.44-29）を参照してください。

ステップ 5 Cisco IOS Release 12.2(50)SG およびそれ

以降のリリース

Switch(config-if)# authentication 
host-mode multi-host

Cisco IOS Release 12.2(46)SG またはそれ

以前のリリース

Switch(config-if)# dot1x host-mode 
multi-host

単一の 802.1x 許可ポートで複数のホスト（クライアント）を許可するこ

とができます。

（注） 指定されたインターフェイスについて、dot1x port-control イン

ターフェイス コンフィギュレーション コマンドが auto に設定さ

れていることを確認します。

ポート上で複数のホストをディセーブルにするには、no authentication 
host-mode multi-host インターフェイス コンフィギュレーション コマ

ンド（これよりも前のリリースでは、no dot1x host-mode multi-host イ
ンターフェイス コンフィギュレーション コマンド）を使用します。
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次に、ファスト イーサネット インターフェイス 5/9 上で 802.1X をイネーブルにし、複数のホストを許

容する例を示します。

Cisco IOS Release 12.2(50)SG およびそれ以降のリリース

Switch# configure terminal
Switch(config)# interface fastethernet5/9
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# dot1x pae authenticator
Switch(config-if)# authentication host-mode multi-host
Switch(config-if)# authentication port-control auto
Switch(config-if)# end
Switch#

Cisco IOS Release 12.2(46)SG またはそれ以前のリリース

Switch# configure terminal
Switch(config)# interface fastethernet5/9
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# dot1x pae authenticator
Switch(config-if)# dot1x host-mode multi-host
Switch(config-if)# dot1x port-control auto
Switch(config-if)# end
Switch#

待機時間の変更

スイッチはクライアントを認証できなかった場合に、所定の時間だけアイドル状態を続け、その後再び

認証を試みます。アイドル時間は、quiet-period の値によって決まります。認証が失敗する理由とし

ては、クライアントが無効なパスワードを提示した場合などが考えられます。デフォルトよりも小さい

値を入力することによって、ユーザへの応答時間を短縮できます。

待機時間を変更するには、次の作業を行います。

ステップ 6 Cisco IOS Release 12.2(50)SG およびそれ

以降のリリース

Switch(config-if)# authentication 
port-control auto

Cisco IOS Release 12.2(46)SG またはそれ

以前のリリース

Switch(config-if)# dot1x 
port-control auto

インターフェイス上で、802.1X 認証をイネーブルにします。

ステップ 7 Switch(config-if)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 8 Switch# show dot1x all interface 
interface-id

入力を確認します。

ステップ 9 Switch# copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 目的

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# interface 
interface-id

インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始して、タイムア

ウトの待機時間（quiet-period）をイネーブルにするインターフェイス

を指定します。
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次に、スイッチ上の待機時間（quiet period）を 30 秒に設定する例を示します。

Cisco IOS Release 12.2(50)SG およびそれ以降のリリース

Switch# configure terminal
Switch(config)# interface fastethernet4/1
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# dot1x pae authenticator
Switch(config-if)# dot1x timeout quiet-period 30
Switch(config-if)# authentication port-control auto
Switch(config-if)# end
Switch#

Cisco IOS Release 12.2(46)SG またはそれ以前のリリース

Switch# configure terminal
Switch(config)# interface fastethernet4/1
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# dot1x pae authenticator
Switch(config-if)# dot1x timeout quiet-period 30
Switch(config-if)# dot1x port-control auto
Switch(config-if)# end
Switch#

スイッチからクライアントへの再送信時間の変更

クライアントはスイッチからの EAP-Request/Identity フレームに対し、EAP-Response/Identity フレー

ムで応答します。この応答を受信しなかった場合、スイッチは一定時間（再送信時間といいます）待機

してから、フレームを再送信します。

（注） このコマンドのデフォルト値の変更は、信頼性のないリンクや特定のクライアントおよび認証サーバの

特殊な動作問題など、異常な状況を調整する場合だけ行うようにしてください。

スイッチがクライアントの通知を待機する時間を変更するには、次の作業を行います。

ステップ 3 Switch(config-if)# switchport mode 
access

非トランキング、タグなし単一 VLAN レイヤ 2 インターフェイスを指定

します。

ステップ 4 Switch(config-if)# dot1x pae 
authenticator

ポート上でデフォルト設定の 802.1X 認証をイネーブルにします。

「802.1X のデフォルト設定」（P.44-29）を参照してください。

ステップ 5 Switch(config-if)# dot1x timeout 
quiet-period seconds

クライアントとの認証交換が失敗したあと、スイッチが待機する秒数

（quiet-period）を設定します。

デフォルトの待機時間に戻すには、no dot1x timeout quiet-period コン

フィギュレーション コマンドを使用します。

指定できる範囲は 0 ～ 65,535 秒です。デフォルトは 60 秒です。

ステップ 6 Switch(config-if)# authentication 
port-control auto

インターフェイス上で、802.1X 認証をイネーブルにします。

ステップ 7 Switch(config-if)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 8 Switch# show dot1x all 入力を確認します。

ステップ 9 Switch# copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 目的
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次に、再送信時間を 60 秒に設定する例を示します。

Cisco IOS Release 12.2(50)SG およびそれ以降のリリース

Switch# configure terminal
Switch(config)# interface fastethernet5/9
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# dot1x pae authenticator
Switch(config-if)# dot1x timeout tx-period 60
Switch(config-if)# authentication port-control auto
Switch(config-if)# end
Switch#

Cisco IOS Release 12.2(46)SG またはそれ以前のリリース

Switch# configure terminal
Switch(config)# interface fastethernet5/9
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# dot1x pae authenticator
Switch(config-if)# dot1x timeout tx-period 60
Switch(config-if)# dot1x port-control auto
Switch(config-if)# end
Switch#

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# interface 
interface-id

インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始して、タイムア

ウトの再送信時間をイネーブルにするインターフェイスを指定します。

ステップ 3 Switch(config-if)# switchport mode 
access

非トランキング、タグなし単一 VLAN レイヤ 2 インターフェイスを指定

します。

ステップ 4 Switch(config-if)# dot1x pae 
authenticator

ポート上でデフォルト設定の 802.1X 認証をイネーブルにします。

「802.1X のデフォルト設定」（P.44-29）を参照してください。

ステップ 5 Switch(config-if)# dot1x timeout 
tx-period seconds

要求を再送信するまでに、スイッチがクライアントからの 
EAP-Request/Identity フレームに対する応答を待機する秒数を設定しま

す。

指定できる範囲は 1 ～ 65,535 秒です。デフォルトは 30 秒です。

デフォルトの再送信時間に戻すには、no dot1x timeout tx-period イン

ターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。

ステップ 6 Cisco IOS Release 12.2(50)SG およびそれ

以降のリリース

Switch(config-if)# authentication 
port-control auto

Cisco IOS Release 12.2(46)SG またはそれ

以前のリリース

Switch(config-if)# dot1x 
port-control auto

インターフェイス上で、802.1X 認証をイネーブルにします。

ステップ 7 Switch(config-if)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 8 Switch# show dot1x all 入力を確認します。

ステップ 9 Switch# copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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スイッチからクライアントへのフレーム再送信回数の設定

スイッチ /クライアント間の再送信回数の変更以外に、認証プロセスを再開するまでに、スイッチがク

ライアントに EAP-Request/Identity フレームおよびその他の EAP-Request フレームを送信する回数を

変更できます。EAP-Request/Identity 再送信の回数は、dot1x max-reauth-req コマンドによって制御

され、その他の EAP-Request フレームの再送信回数は dot1x max-req コマンドによって制御されま

す。

（注） これらのコマンドのデフォルト値の変更は、信頼性のないリンクや特定のクライアントおよび認証サー

バの特殊な動作問題など、異常な状況を調整する場合だけ行うようにしてください。

スイッチ /クライアント間のフレーム再送信回数を設定するには、次の作業を行います。

次に、認証プロセスを再開するまでに、スイッチが EAP-Request/Identity フレームを再送信する回数

を 5 に設定する例を示します。

Cisco IOS Release 12.2(50)SG およびそれ以降のリリース

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# interface 
interface-id

インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始し、

max-reauth-req および max-req またはどちらか一方に対してイネーブ

ルにするインターフェイスを指定します。

ステップ 3 Switch(config-if)# switchport mode 
access

非トランキング、タグなし単一 VLAN レイヤ 2 インターフェイスを指定

します。

ステップ 4 Switch(config-if)# dot1x pae 
authenticator

ポート上でデフォルト設定の 802.1X 認証をイネーブルにします。

「802.1X のデフォルト設定」（P.44-29）を参照してください。

ステップ 5 Switch(config-if)# dot1x max-req 
count

または 

Switch(config-if)# 
dot1x max-reauth-req count

（消失したり応答がなかったりする場合に）EAPOL DATA パケットが再

送信される回数を指定します。たとえば、認証しているサプリカントが

あってそこで問題が発生した場合、オーセンティケータは認証要求を中

止する前にデータ要求を 3 回再送信します。count の範囲は 1 ～ 10 回で

す。デフォルトは 2 回です。

EAPOL-Identity-Request フレーム（のみ）のタイマーを指定します。

802.1X に対応していないデバイスを接続した場合、ステート マシンが

リセットされる前に 3 つの EAPOL-Id-Req フレームが送信されます。代

わりに、ゲスト VLAN を設定している場合、このポートがイネーブルに

なる前に 3 フレームが送信されます。このパラメータのデフォルト値は 
2 です。

再送信回数をデフォルトに戻すには、no dot1x max-req および no 
dot1x max-reauth-req グローバル コンフィギュレーション コマンドを

使用します。

ステップ 6 Switch(config-if)# authentication 
port-control auto

インターフェイス上で、802.1X 認証をイネーブルにします。

ステップ 7 Switch(config-if)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 8 Switch# show dot1x all 入力を確認します。

ステップ 9 Switch# copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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Switch# configure terminal
Switch(config)# interface fastethernet5/9
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# dot1x pae authenticator
Switch(config-if)# dot1x max-reauth-req 5
Switch(config-if)# authentication port-control auto
Switch(config-if)# end
Switch#

Cisco IOS Release 12.2(46)SG またはそれ以前のリリース

Switch# configure terminal
Switch(config)# interface fastethernet5/9
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# dot1x pae authenticator
Switch(config-if)# dot1x max-reauth-req 5
Switch(config-if)# dot1x port-control auto
Switch(config-if)# end
Switch#

NEAT を使用したオーセンティケータ スイッチおよびサプリカント スイッ
チの設定

NEAT を設定するには、ワイヤリング クローゼット外の 1 つのスイッチがサプリカントとして設定さ

れ、オーセンティケータ スイッチに接続されている必要があります。

ここでは、次の内容について説明します。

• 「オーセンティケータとしてのスイッチの設定」（P.44-86）

• 「サプリカントとしてのスイッチの設定」（P.44-90）

• 「ASP を使用した NEAT の設定」（P.44-91）

• 「設定時の注意事項」（P.44-91）

（注） 概要については、「Network Edge Access Topology を使用した 802.1X サプリカントおよびオーセン

ティケータ」（P.44-25）を参照してください。

オーセンティケータとしてのスイッチの設定

オーセンティケータとしてスイッチを設定するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# cisp enable CISP をイネーブルにします。

ステップ 3 Switch(config)# interface 
interface-id

設定するポートを指定し、インターフェイス コンフィギュレーション 
モードを開始します。

ステップ 4 Switch(config-if)# switchport mode 
access

ポート モードを access に設定します。

ステップ 5 Switch(config-if)# authentication 
port-control auto

ポート認証モードを auto に設定します。
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CISP がトランク ポートでイネーブルの場合、次の機能は無効です。CISP が設定されず、実行されて

いない場合、次の機能は期待どおりに動作します。

• VLAN 割り当て

• ゲスト、認証の失敗、音声およびクリティカル VLAN

• クリティカル認証

• Wake-on-LAN（WoL）

• Web 認証

• ポート セキュリティ

• 違反モード（制限、シャットダウン、および VLAN のシャットダウン） 

次の例では、ポートで CISP をイネーブルにする方法を示します。Cisco ACS サーバで、次の手順を設

定する必要があります。ユーザを Cisco AV ペアの値に設定すると、SSW は ASW で自身を認証できる

ようになります。ユーザが AV ペア値に対応付けられているため、ASW の正常な認証時に、SSW が認

証されたインターフェイスでマクロが実行されます。

Switch# configure terminal
Switch(config)# cisp enable
Switch(config)# interface GigabitEthernet5/23
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# spanning-tree portfast
Switch(config-if)# dot1x pae authenticator
Switch(config-if)# authentication port-control auto

Cisco AV ペアの設定

次に、Cisco AV ペアの値を設定する必要があります。

ACS にログインし、ユーザの選択または生成を行います。[User Setup] に進み、[009 \ 001 
cisco-av-pair] タブにスクロールします。device-traffic-class=switch を入力します（図 44-17）。

ステップ 6 Switch(config-if)# dot1x pae 
authenticator

インターフェイスをポート アクセス エンティティ（PAE）オーセン

ティケータとして設定します。

ステップ 7 Switch(config-if)# spanning-tree 
portfast

単一ワーク ステーションまたはサーバに接続されたアクセス ポート上

で Port Fast をイネーブルにします。

ステップ 8 Switch(config-if)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 9 Switch# show running-config 
interface interface-id

設定を確認します。

ステップ 10 Switch# copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 目的
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図 44-17 Cisco AV ペアの指定

Cisco IOS XE Release 3.2.0 SG（15.0(2)SG）以降では、spanning-tree bpduguard 機能は自動的にディ

セーブルにされているか、マクロの一部としてイネーブルにされています（ポート設定で以前にイネー

ブルにした場合）。サプリカント スイッチの認証前に設定にイネーブルにされた BPDU ガードがない

場合、spanning-tree bpduguard 機能はマクロには適用されません。

（注） spanning-tree bpduguard のディセーブル化は、port level コマンドで以前にイネーブルにした場合にだ

け発生します。特定のポート レベルの CLI なしで、spanning-tree bpduguard をグローバルにイネーブ

ルにすると、オーセンティケータ スイッチが device-traffic-class=switch の AV ペアを受信し、マクロ

を適用した後に、NEAT がポートでこれをディセーブルにすることが防止されます。

次の 2 つのシナリオがあります。

シナリオ 1：ポート レベルでの BPDU ガードの設定の場合

許可の前

interface GigabitEthernet5/1
  switchport access vlan 81
  switchport mode access
  dot1x pae authenticator
  authentication port-control auto
  spanning-tree bpduguard enable  
end

内部マクロの事後の許可および適用

interface GigabitEthernet5/1
  switchport trunk encapsulation dot1q
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  switchport trunk native vlan 81
  switchport mode trunk
  dot1x pae authenticator
  authentication port-control auto
  spanning-tree portfast trunk
  no spanning-tree bpduguard
  end

シナリオ 2：（BPDU ガードをグローバルにイネーブル化するかどうかにかかわらず）ポート レベルの 
BPDU ガードの設定なし

許可の前

interface GigabitEthernet5/1
  switchport access vlan 81
  switchport mode access
  dot1x pae authenticator
  authentication port-control auto
end

内部マクロの事後の許可および適用

interface GigabitEthernet5/1
  switchport trunk encapsulation dot1q
  switchport trunk native vlan 81
  switchport mode trunk
  dot1x pae authenticator
  authentication port-control auto
  spanning-tree portfast trunk
  no spanning-tree bpduguard
  end

オーセンティケータ スイッチが device-traffic-class=switch の AV ペアを受信すると、次のマクロが、

オーセンティケータ スイッチ ポートに適用されます。

no switchport access vlan $AVID
no switchport nonegotiate
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan $AVID
no spanning-tree bpduguard enable
spanning-tree portfast trunk

サプリカント スイッチがスイッチ デバイスとして認証された後、設定は次のように表示されます。

interface GigabitEthernet5/23 
 switchport mode trunk 
 authentication port-control auto 
 dot1x pae authenticator 
 spanning-tree portfast trunk 
end

Radius Config (Cisco AV Pair value)
------------------------------------------------------
device-traffic-class=switch

show running-config interface コマンドは、サプリカント スイッチが認証された後に、スマート マク

ロが適用されたことを示すだけです。

Switch# show authentication session
 
Interface  MAC Address     Method   Domain   Status         Session ID
Gi5/23     0024.9844.de23  dot1x    DATA     Authz Success  0909117A000000000010561C
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Switch# show running-configuration interface gi 5/23

Building configuration...
 
Current configuration : 149 bytes
!
interface GigabitEthernet5/23
 switchport mode trunk
 authentication port-control auto
 dot1x pae authenticator
 spanning-tree portfast trunk
end
 
Switch#

NEAT は、オーセンティケータのスイッチ ポート設定を変更します。したがって、NEAT をサポート

するバージョンから NEAT をサポートしない別のバージョンに対して ISSU を実行するには、 初に 
ISSU のすべてのスイッチ ポートで NEAT を非アクティブにする必要があります。同様に、ISSU が進

行中である場合は、NEAT をアクティブにできません。サプリカント スイッチが ISSU 中に認証しよう

とすると、許可はポートで失敗します。

サプリカントとしてのスイッチの設定

（注） Catalyst 4500 シリーズ スイッチは、サプリカント スイッチの機能をサポートしません。次のサプリカ

ント特有のコマンドは、クイック リファレンスに示します。詳細については、『Catalyst 3750 Switch 
Software Configuration Guide』を参照してください。

サプリカントとしてスイッチを設定するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# cisp enable CISP をイネーブルにします。

ステップ 3 Switch(config)# dot1x credentials 
profile

802.1x クレデンシャル プロファイルを作成します。これは、サプリカ

ントとして設定されるポートに接続する必要があります。

ステップ 4 Switch(config)# sername suppswitch ユーザ名を作成します。

ステップ 5 Switch(config)# password password 新しいユーザ名のパスワードを作成します。

ステップ 6 Switch(config)# dot1x supplicant 
force-multicast 

ユニキャストまたはマルチキャスト パケットのいずれかを受信した場

合にスイッチに強制的にマルチキャスト EAPOL だけを送信させます。

これにより、NEAT がすべてのホスト モードでのサプリカント スイッ

チで機能できるようにもなります。

ステップ 7 Switch(config)# interface 
interface-id

設定するポートを指定し、インターフェイス コンフィギュレーション 
モードを開始します。

ステップ 8 Switch(config-if)# switchport 
trunk encapsulation dot1q

ポートをトランク モードに設定します。

ステップ 9 Switch(config-if)# switchport mode 
trunk

インターフェイスを VLAN トランク ポートとして設定します。

ステップ 10 Switch(config-if)# dot1x pae 
supplicant

インターフェイスをポート アクセス エンティティ（PAE）サプリカン

トとして設定します。
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次の例では、スイッチをサプリカントとして設定する方法を示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# cisp enable
Switch(config)# dot1x credentials test
Switch(config)# username suppswitch
Switch(config)# password myswitch
Switch(config)# dot1x supplicant force-multicast
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# dot1x pae supplicant

Switch(config-if)# dot1x credentials test

Switch(config-if)# end

リンクダウン イベントまたは再認証イベントのためにサプリカント スイッチが認証解除された後に、

次のマクロがオーセンティケータ スイッチ ポートに適用されます。

no switchport nonegotiate
switchport mode access
no switchport trunk native vlan $AVID
no spanning-tree portfast trunk
switchport access vlan $AVID
spanning-tree bpduguard enable
spanning-tree portfast

ASP を使用した NEAT の設定

スイッチ VSA の代わりに AutoSmart Ports ユーザ定義マクロを使用して、オーセンティケータ スイッ

チを設定することもできます。詳細については、第 19 章「Cisco IOS Auto SmartPort マクロの設定」

を参照してください。

設定時の注意事項

• BPDU ガードは、サプリカント スイッチの認証前にイネーブルになった場合、サプリカント ス
イッチの認証解除後に再度イネーブルになります。

• 同じ設定で NEAT ポートおよび非 NEAT ポートを設定できます。サプリカント スイッチが認証す

ると、ポート モードはベンダー固有属性（device-traffic-class=switch）に基づいてアクセスから

トランクに変更されます。

• NEAT をイネーブルにするには、スイッチとしてベンダー固有属性（VSA）を設定する必要があ

ります。トランクを 802.1X で設定し、CISP をグローバルにイネーブルにするとによって、NEAT 
はイネーブルになりません。

ステップ 11 Switch(config-if)# dot1x 
credentials profile-name

802.1x クレデンシャル プロファイルをインターフェイスに対応付けま

す。

ステップ 12 Switch(config-if)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 13 Switch# show running-config 
interface interface

設定を確認します。

（注） このコマンドは、サプリカント スイッチが認証された後に、ス

マート マクロが適用されたことを示すだけです。

ステップ 14 Switch# copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 目的
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• VSA device-traffic-class=switch は、スイッチ デバイスとしてサプリカントを識別するために、

オーセンティケータ スイッチを支援します。この識別によって、オーセンティケータ スイッチ 
ポート モードはアクセスからトランクに変更され、802.1X トランク カプセル化がイネーブルにな

ります。アクセス VLAN がある場合、これはネイティブ トランク VLAN に変換されます。VSA 
はサプリカントのポート コンフィギュレーションは変更しません。

• 変更されたトランク パラメータは保持されますが、トランク リンクがダウンしているか、または

認証がクリアされると、インターフェイスは次のように再設定されます。

– spanning-tree portfast

– switchport mode access

– switchport access vlan access-vlan-id 

（注） access-vlan-id はインターフェイスに入力された switchport trunk native vlan x コマンド

から取得されます。トランクのネイティブ VLAN を変更した場合、設定されたネイティブ 
VLAN は、ポートがアクセス モードに戻る場合に、アクセス VLAN ID として使用されま

す。

• インターフェイス上で NEAT を設定するには、802.1X 認証モードの単一ホストを使用することを

推奨します。

• cisco-av-pairs は、ACS で device-traffic-class=switch として設定する必要があります。これは、

サプリカントが正常に認証された後、トランクとしてインターフェイスを設定します。

• 手動で、または AutoSmart ポートなどの機能を使用して、device-traffic-class に基づくトランク 
モードの設定を変更しないでください。これは、802.1X 設定がトランク ポートでサポートされな

いためです。

• ホスト モードを変更すると同時にオーセンティケータ スイッチのポートに標準のポート設定を適

用するには、スイッチの VSA ではなく、AutoSmart ポートのユーザ定義マクロを使用することも

できます。これにより、オーセンティケータ スイッチ ポートでサポートされていないコンフィ

ギュレーションを削除して、ポート モードをアクセスからトランクに変更できます。詳細につい

ては、第 19 章「Cisco IOS Auto SmartPort マクロの設定」を参照してください。

（注） Auto Smartports マクロだけを設定すると、エンド ホストはサプリカント スイッチとして識別

されません。サプリカント スイッチを識別するためには、スイッチ VSA が必要です。ただし、

Auto SmartPort マクロを設定すると、アクセスからトランクにポートを再設定する内部マクロ

は実行されず、Auto Smartports マクロによって、トランク ポートとしてポートを再設定する

必要があります。

手動によるポート接続クライアントの再認証

dot1x re-authenticate interface 特権 EXEC コマンドを入力すると、任意のときに、特定のポートに接

続されたクライアントを手動で再認証できます。

定期的再認証をイネーブルまたはディセーブルにする場合は、「定期的な再認証のイネーブル化」

（P.44-79）を参照してください。

次に、FastEthernet 1/1 ポートに接続したクライアントを手動で再認証する例を示します。

Switch# dot1x re-authenticate interface fastethernet1/1
Starting reauthentication on FastEthernet1/1
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802.1X 認証ステートの初期化

dot1x initialize コマンドは、認証プロセスを現在の状態に関係なく再開します。

次に、ファスト イーサネット ポート 1/1 で認証プロセスを再開する例を示します。

Switch# dot1x initialize interface fastethernet1/1

次に、スイッチの全ポートで認証プロセスを再開する例を示します。

Switch# dot1x initialize

802.1X クライアント情報の削除

clear dot1x コマンドを実行すると、既存の全サプリカントを 1 つのインターフェイスまたはスイッチ

の全インターフェイスから完全に削除します。

次に、ファスト イーサネット ポート 1/1 の 802.1X クライアント情報を削除する例を示します。

Switch# clear dot1x interface fastethernet1/1

次に、スイッチの全ポートの 802.1X クライアント情報を削除する例を示します。

Switch# clear dot1x all

802.1X 設定をデフォルト値にリセットする方法

802.1X 設定をデフォルト値にリセットするには、次の作業を行います。

RADIUS によるスイッチ アクセスの制御
ここでは、RADIUS をイネーブルにして設定する方法について説明します。RADIUS は、詳細なアカ

ウンティング情報を収集し、認証および許可プロセスに対して柔軟な管理を行います。RADIUS は、

AAA を介して実装され、AAA コマンドを使用してのみイネーブルにできます。

（注） ここで使用するコマンドの構文および使用方法の詳細については、『Cisco IOS Security Command 
Reference, Release 12.2』を参照してください。

ここでは、次の設定について説明します。

• 「RADIUS の概要」（P.44-94）

• 「RADIUS の動作」（P.44-95）

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# dot1x default 設定可能な 802.1x パラメータをデフォルト値にリセットします。

ステップ 3 Switch(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 Switch# show dot1x all 入力を確認します。

ステップ 5 Switch# copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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• 「RADIUS 許可の変更」（P.44-95）

• 「RADIUS の設定」（P.44-101）

• 「RADIUS の設定の表示」（P.44-114）

RADIUS の概要

RADIUS は、不正なアクセスからネットワークのセキュリティを保護する分散型クライアント /サーバ 
システムです。RADIUS クライアントは、サポート対象の Cisco ルータおよびスイッチ上で稼働しま

す。クライアントは中央の RADIUS サーバに認証要求を送ります。中央の RADIUS サーバにはすべて

のユーザ認証情報、ネットワーク サービス アクセス情報が登録されています。RADIUS ホストは、通

常、シスコ（Cisco Secure Access Control Server バージョン 3.0）、Livingston、Merit、Microsoft、ま

たは他のソフトウェア プロバイダーの RADIUS サーバ ソフトウェアが稼働しているマルチユーザ シ
ステムです。詳細については、RADIUS サーバのマニュアルを参照してください。

RADIUS は、アクセスのセキュリティが必要な、次のネットワーク環境で使用します。

• それぞれが RADIUS をサポートする、マルチベンダー アクセス サーバによるネットワーク。たと

えば、複数のベンダーのアクセス サーバが、1 つの RADIUS サーバベース セキュリティ データ

ベースを使用します。複数ベンダーのアクセス サーバからなる IP ベースのネットワークでは、ダ

イヤルイン ユーザは RADIUS サーバを通じて認証されます。RADIUS サーバは、Kerberos セ
キュリティ システムで動作するようにカスタマイズされています。

• アプリケーションが RADIUS プロトコルをサポートするターンキー ネットワーク セキュリティ環

境。たとえば、スマート カード アクセス コントロール システムを使用するアクセス環境。ある

ケースでは、RADIUS は Enigma のセキュリティ カードとともに使用してユーザを確認し、ネッ

トワーク リソースへのアクセスを許可します。

• すでに RADIUS を使用中のネットワーク。RADIUS クライアント装備の Cisco スイッチをネット

ワークに追加できます。これが TACACS+ サーバへの移行の 初のステップとなることもありま

す。図 44-18（P.44-95） を参照してください。

• ユーザが 1 つのサービスにしかアクセスできないネットワーク。RADIUS を使用すると、ユーザ

のアクセスを 1 つのホスト、Telnet などの 1 つのユーティリティ、または IEEE 802.1X などのプ

ロトコルを使用するネットワークに制御できます。

• リソース アカウンティングが必要なネットワーク。RADIUS 認証または許可とは別個に RADIUS 
アカウンティングを使用できます。RADIUS アカウンティング機能によって、サービスの開始お

よび終了時点でデータを送信し、このセッション中に使用されるリソース（時間、パケット、バイ

トなど）の量を表示できます。インターネット サービス プロバイダーは、RADIUS アクセス コン

トロールおよびアカウンティング ソフトウェアのフリーウェア バージョンを使用して、特殊なセ

キュリティおよび課金に対するニーズを満たすこともできます。

RADIUS は、次のようなネットワーク セキュリティ状況には適していません。

• マルチプロトコル アクセス環境。RADIUS は、AppleTalk Remote Access（ARA）、NetBIOS 
Frame Control Protocol（NBFCP）、NetWare Asynchronous Services Interface（NASI）、または 
X.25 PAD 接続をサポートしません。

• スイッチ間またはルータ間状態。RADIUS は、双方向認証を行いません。RADIUS は、他社製の

デバイスが認証を必要とする場合に、あるデバイスから他社製のデバイスへの認証に使用できま

す。

• 各種のサービスを使用するネットワーク。RADIUS は、一般に 1 人のユーザを 1 つのサービス モ
デルにバインドします。
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図 44-18 RADIUS サービスから TACACS+ サービスへの移行

RADIUS の動作

RADIUS サーバによってアクセス コントロールされるスイッチに、ユーザがログインおよび認証を試

みると、次のイベントが発生します。

1. ユーザ名およびパスワードの入力を要求するプロンプトが表示されます。

2. ユーザ名および暗号化されたパスワードが、ネットワーク経由で RADIUS サーバに送信されます。

3. ユーザは RADIUS サーバから、次のいずれかの応答を受信します。

a. ACCEPT：ユーザが認証されたことを表します。

b. REJECT：ユーザの認証が失敗し、ユーザ名およびパスワードの再入力が要求されるか、また

はアクセスが拒否されます。

c. CHALLENGE：ユーザに追加データを要求します。

d. CHALLENGE PASSWORD：ユーザは新しいパスワードを選択するように要求されます。

ACCEPT または REJECT 応答には、特権 EXEC またはネットワーク許可に使用する追加データがバン

ドルされています。ユーザは RADIUS 許可に進む前に、まず RADIUS 認証を正常に完了する必要があ

ります（イネーブルに設定されている場合）。ACCEPT または REJECT パケットには次の追加データ

が含まれます。

• Telnet、SSH、rlogin、または特権 EXEC サービス

• 接続パラメータ（ホストまたはクライアントの IP アドレス、アクセス リスト、およびユーザ タイ

ムアウトを含む）

RADIUS 許可の変更

ここでは、使用可能なプリミティブおよびそれらの Change of Authorization（CoA）での使用方法を

含む、RADIUS インターフェイスの概要について説明します。

• 「概要」（P.44-96）

• 「Change-of-Authorization 要求」（P.44-96）
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• 「CoA 要求応答コード」（P.44-97）

• 「CoA 要求コマンド」（P.44-98）

• 「セッション再認証」（P.44-99）

• 「802.1X 統計情報およびステータスの表示」（P.44-114）

概要

標準 RADIUS インターフェイスは通常、ネットワークに接続しているデバイスから要求が送信され、

クエリーが送信されたサーバが応答するプル モデルで使用されます。Catalyst スイッチは、通常プッ

シュ モデルで使用される RFC 5176 で規定された RADIUS Change of Authorization（CoA）拡張機能

をサポートし、外部の認証、許可、アカウンティング（AAA）またはポリシーサーバからのセッショ

ンのダイナミック再設定ができるようにします。

スイッチは、次のセッション単位の CoA 要求をサポートしています。

• セッション再認証

• セッション終了

• ポート シャットダウンでのセッション終了

• ポート バウンスでのセッション終了

Catalyst スイッチで、RADIUS インターフェイスはデフォルトでイネーブルに設定されています。

Change-of-Authorization 要求

Change of Authorization（CoA）要求は、RFC 5176 に記載されているように、プッシュ モデルで使用

することによって、セッション識別、ホスト再認証、およびセッション終了を行うことができます。こ

のモデルは、1 つの要求（CoA-Request）と 2 つの可能な応答コードで構成されています。

• CoA acknowledgement（ACK）[CoA-ACK] 

• CoA non-acknowledgement（NAK）[CoA-NAK] 

要求は CoA クライアント（通常は RADIUS またはポリシー サーバ）から発信されて、リスナーとし

て動作するスイッチに送信されます。

ここでは、次の内容について説明します。

• CoA 要求応答コード

• CoA 要求コマンド

• セッション再認証 

RFC 5176 規定 

Disconnect Request メッセージは Packet of Disconnect（POD）とも呼ばれますが、セッション終了に

対してスイッチでサポートされています。

表 44-2 には、この機能でサポートされている IETF 属性を示します。

表 44-2 サポートされている IETF 属性

属性番号 属性名

24 State

31 Calling-Station-ID

http://www.cisco.com/en/US/docs/net_mgmt/cisco_secure_access_control_server_for_windows/4.2/configuration/guide/acs42_config_guide.html
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表 44-3 には、Error-Cause 属性で取ることができる値を示します。

前提条件 

CoA インターフェイスを使用するには、スイッチにセッションがすでに存在している必要があります。

CoA を使用すると、セッションの識別と接続解除要求を実行できます。アップデートは、指定された

セッションにだけ作用します。

CoA 要求応答コード

CoA 要求応答コードを使用すると、スイッチにコマンドを伝達できます。サポートされているコマン

ドを表 44-4（P.44-98）に示します。

セッションの識別

特定のセッションに向けられた切断と CoA 要求については、スイッチは 1 つ以上の次の属性に基づい

て、セッションを検索します。

44 Acct-Session-ID

80 Message-Authenticator

101 Error-Cause

表 44-2 サポートされている IETF 属性 （続き）

属性番号 属性名

表 44-3 Error-Cause の値

値 説明

201 削除された残留セッション コンテキスト

202 無効な EAP パケット（無視）

401 サポートされていない属性

402 見つからない属性

403 NAS 識別情報のミスマッチ

404 無効な要求

405 サポートされていないサービス

406 サポートされていない拡張機能

407 無効な属性値

501 管理上の禁止

502 ルート不可能な要求（プロキシ）

503 セッション コンテキストが検出されない

504 セッション コンテキストが削除できない

505 その他のプロキシ処理エラー

506 リソースが使用不可能

507 要求が発信された

508 マルチ セッションの選択がサポートされてない
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• Calling-Station-Id（ホスト MAC アドレスを含む IETF 属性 #31） 

• Audit-Session-Id VSA（シスコの Vendor-Specific Attribute（VSA; ベンダー固有属性））

• Acct-Session-Id（IETF 属性 #44）

CoA メッセージに含まれるすべてのセッション ID 属性がセッションと一致しない場合は、スイッチは

「Invalid Attribute Value」エラー コード属性とともに、Disconnect-NAK または CoA-NAK を返しま

す。

RFC 5176 で定義されている CoA 要求コードのパケットの形式は、コード、ID、長さ、オーセンティ

ケータ、および Type Length Value（TLV; タイプ、長さ、値）形式の属性から構成されます。

    0                   1                   2                   3
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
   +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
   |     Code      |  Identifier   |            Length             |
   +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
   |                                                               |
   |                         Authenticator                         |
   |                                                               |
   |                                                               |
   +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
   |  Attributes ...
   +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

属性フィールドは、Cisco Vendor-Specific Attribute（VSA; ベンダー固有属性）を送信するために使用

します。

CoA ACK 応答コード

許可ステートの変更に成功した場合は、肯定確認応答（ACK）が送信されます。CoA ACK 内で返さ

れる属性は CoA 要求によって異なり、個々の CoA コマンドで検討されます。

CoA NAK 応答コード

否定確認応答（NAK）は許可ステートの変更に失敗したことを示し、エラーの理由を示す属性を含め

ることができます。CoA が成功したかを確認するには、show コマンドを使用します。

CoA 要求コマンド

この項では、次の内容について説明します。

• セッション再認証

• セッションの終了

• CoA 接続解除要求

• CoA 要求：ホスト ポートのディセーブル化

• CoA 要求：バウンス ポート

スイッチは表 44-4 に示すコマンドをサポートします。

表 44-4 スイッチでサポートされる CoA コマンド

コマンド1 シスコの VSA

Reauthenticate host Cisco:Avpair="subscriber:command=reauthenticate"

Terminate session これは、VSA を要求しない、標準の接続解除要求です。



44-99
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-25340-01-J

第 44 章      802.1X ポートベース認証の設定

RADIUS によるスイッチ アクセスの制御

セッション再認証

不明な ID またはポスチャを持つホストがネットワークに加入して、制限されたアクセス許可プロファ

イル（たとえば、ゲスト VLAN）に関連付けられると、AAA サーバは通常、セッション再認証要求を

生成します。再認証要求は、クレデンシャルが不明である場合にホストが適切な認証グループに配置さ

れることを許可します。

セッション認証を開始するために、AAA サーバは 
Cisco:Avpair="subscriber:command=reauthenticate" の形式でシスコのベンダー固有属性（VSA）と 
1 つ以上のセッション ID 属性を含む標準 CoA 要求メッセージを送信します。

現在のセッション ステートは、メッセージに対するスイッチの応答を決定します。セッションが現在、

IEEE 802.1x によって認証されている場合、スイッチは EAPoL1 -RequestId メッセージ（下記の脚注 1 
を参照）をサーバに送信することで応答します。

現在、セッションが MAC Authentication Bypass（MAB; MAC 認証バイパス）で認証されている場合

は、スイッチはサーバにアクセス要求を送信し、初期正常認証で使用されるものと同じ ID 属性を渡し

ます。

スイッチがコマンドを受信したときにセッション認証が実行中である場合は、スイッチはプロセスを終

了し、認証シーケンスを再開し、 初に試行されるように設定された方式で開始します。

セッションがまだ認証されてない、あるいはゲスト VLAN、クリティカル VLAN、または同様のポリ

シーを使用して認証されている場合は、再認証メッセージがアクセス コントロール方式を再開し、

初に試行されるように設定された方式で開始します。セッションの現在の許可は、再認証によって異な

る認証結果になるまで維持されます。

セッションの終了

3 種類の CoA 要求が、セッションを終了させることができます。CoA 接続解除要求は、ホスト ポート

をディセーブルにせずにセッションを終了します。このコマンドを使用すると、指定されたホストの

オーセンティケータ ステート マシンが再初期化されますが、そのホストのネットワークへのアクセス

は制限されません。

ホストのネットワークへのアクセスを制限するには、

Cisco:Avpair="subscriber:command=disable-host-port" VSA の設定で CoA 要求を使用します。このコ

マンドは、ネットワーク上で障害を引き起こしたと認識されているホストがある場合に便利であり、そ

のホストに対してネットワーク アクセスをただちにブロックする必要があります。ポートへのネット

ワーク アクセスを復旧する場合は、非 RADIUS メカニズムを使用して再びイネーブルにします。

プリンタなどのサプリカントを持たないデバイスが新しい IP アドレスを取得する必要がある場合（た

とえば、VLAN 変更後）は、ポート バウンスでホスト ポート上のセッションを終了します（ポートを

一時的にディセーブルした後、再びイネーブルにする）。

Bounce host port Cisco:Avpair="subscriber:command=bounce-host-port"

Disable host port Cisco:Avpair="subscriber:command=disable-host-port"

1. すべての CoA コマンドには、スイッチと CoA クライアント間のセッション識別情報が含まれている必要があ
ります。

表 44-4 スイッチでサポートされる CoA コマンド （続き）

コマンド1 シスコの VSA

1. Extensible Authentication Protocol over LAN（EAPOL; LAN 経由の拡張認証プロトコル）
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CoA 接続解除要求

このコマンドは標準の接続解除要求です。このコマンドはセッション指向であるため、「セッションの

識別」（P.44-97）で示される 1 つ以上のセッション ID 属性とともに使用する必要があります。セッ

ションが見つからない場合、スイッチは Disconnect-NAK メッセージと「Session Context Not Found」
エラー コード属性を返します。セッションがある場合は、スイッチはセッションを終了します。セッ

ションが完全に削除された後、スイッチは接続解除 ACK を返します。

スイッチがクライアントに接続解除 ACK を返す前にスタンバイ スイッチにフェールオーバーする場合

は、クライアントから要求が再送信されるときに、新しいアクティブ スイッチ上でそのプロセスが繰

り返されます。再送信後もセッションが見つからない場合は、Disconnect-ACK と「Session Context 
Not Found」エラー コード属性が送信されます。

CoA 要求：ホスト ポートのディセーブル化

このコマンドは、次の新しい VSA が含まれている標準 CoA 要求メッセージで伝達されます。

Cisco:Avpair="subscriber:command=disable-host-port"

このコマンドはセッション指向であるため、「セッションの識別」（P.44-97）で示される 1 つ以上の

セッション ID 属性とともに使用する必要があります。セッションが見つからない場合は、CoA-NAK 
メッセージと「Session Context Not Found」エラー コード属性が返されます。このセッションがある

場合は、スイッチはホスト ポートをディセーブルにし、CoA-ACK メッセージを返します。

スイッチが CoA-ACK をクライアントに返す前にスイッチに障害が発生した場合は、クライアントか

ら要求が再送信されるときに、新しいアクティブ スイッチ上でそのプロセスが繰り返されます。ス

イッチが CoA-ACK メッセージをクライアントに返した後で、かつその動作が完了していないときに

スイッチに障害が発生した場合は、新しいアクティブ スイッチ上でその動作が再開されます。

（注） 再送信コマンドの後に接続解除要求が失敗すると、（接続解除 ACK が送信されてない場合に）チェン

ジオーバー前にセッションが正常終了し、または元のコマンドが実行されてスタンバイ スイッチがア

クティブになるまでの間に発生した他の方法（たとえば、リンク障害）によりセッションが終了するこ

とがあります。

CoA 要求：バウンス ポート 

このコマンドは、次の新しい VSA を含む標準の CoA-Request メッセージで伝達されます。

Cisco:Avpair="subscriber:command=bounce-host-port"

このコマンドはセッション指向であるため、「セッションの識別」（P.44-97）で示される 1 つ以上の

セッション ID 属性とともに使用する必要があります。セッションが見つからない場合は、CoA-NAK 
メッセージと「Session Context Not Found」エラー コード属性が返されます。このセッションがある

場合は、スイッチはホスト ポートを 10 秒間ディセーブルし、再びイネーブルにし（ポート バウンス）、

CoA-ACK を返します。

スイッチが CoA-ACK をクライアントに返す前にスイッチに障害が発生した場合は、クライアントか

ら要求が再送信されるときに、新しいアクティブ スイッチ上でそのプロセスが繰り返されます。ス

イッチが CoA-ACK メッセージをクライアントに返した後で、かつその動作が完了していないときに

スイッチに障害が発生した場合は、新しいアクティブ スイッチ上でその動作が再開されます。
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RADIUS の設定

ここでは、スイッチが RADIUS をサポートするように設定する方法について説明します。 低限、

RADIUS サーバ ソフトウェアが稼働するホスト（1 つまたは複数）を特定し、RADIUS 認証の方式リ

ストを定義する必要があります。また、任意で RADIUS 許可およびアカウンティングの方式リストを

定義できます。

方式リストによって、ユーザの認証、許可、またはアカウント維持のための順序と方式を定義します。

方式リストを使用して、使用するセキュリティ プロトコル（TACACS+、ローカル ユーザ名検索など）

を 1 つまたは複数指定できるので、 初の方式が失敗した場合のバックアップ システムが確保されま

す。ソフトウェアは、リスト内の 初の方式を使用してユーザの認証、許可、アカウントの維持を行い

ます。その方式で応答が得られなかった場合は、ソフトウェアはそのリストから次の方式を選択しま

す。このプロセスは、リスト内の方式による通信が成功するか、方式リストの方式をすべて試し終わる

まで続きます。

スイッチ上で RADIUS 機能の設定を行う前に、RADIUS サーバにアクセスし、サーバを設定する必要

があります。

• 「RADIUS のデフォルト設定」（P.44-101）

• 「RADIUS サーバ ホストの識別」（P.44-101）（必須）

• 「RADIUS ログイン認証の設定」（P.44-104）（必須）

• 「AAA サーバ グループの定義」（P.44-106）（任意）

• 「ユーザ イネーブル アクセスおよびネットワーク サービスに関する RADIUS 許可の設定」

（P.44-108）（任意）

• 「RADIUS アカウンティングの起動」（P.44-109）（任意）

• 「すべての RADIUS サーバの設定」（P.44-110）（任意）

• 「ベンダー固有の RADIUS 属性を使用するスイッチ設定」（P.44-110）（任意）

• 「ベンダー独自の RADIUS サーバとの通信に関するスイッチ設定」（P.44-112）（任意）

• 「スイッチ上での CoA の設定」（P.44-113）

• 「CoA 機能のモニタリングおよびトラブルシューティング」（P.44-114）

• 「RADIUS サーバ ロード バランシングの設定」（P.44-114）（任意）

RADIUS のデフォルト設定

RADIUS および AAA は、デフォルトではディセーブルに設定されています。

セキュリティの失効を防止するため、ネットワーク管理アプリケーションを使用して RADIUS を設定

することはできません。RADIUS をイネーブルに設定した場合、CLI を使用してスイッチにアクセス

するユーザを認証できます。

RADIUS サーバ ホストの識別 

スイッチと RADIUS サーバの通信には、次の要素が関係します。

• ホスト名または IP アドレス

• 認証の宛先ポート

• アカウンティングの宛先ポート

• キー ストリング
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• タイムアウト時間

• 再送信回数

RADIUS セキュリティ サーバは、ホスト名または IP アドレス、ホスト名と特定の UDP ポート番号、

または IP アドレスと特定の UDP ポート番号によって特定します。IP アドレスと UDP ポート番号の組

み合わせによって、一意の ID が作成され、特定の AAA サービスを提供する RADIUS ホストとして

個々のポートを定義できます。この一意の ID を使用することによって、同じ IP アドレスにあるサーバ

上の複数の UDP ポートに、RADIUS 要求を送信できます。

同じ RADIUS サーバ上の異なる 2 つのホスト エントリに同じサービス（たとえば認証など）を設定し

た場合、2 番めに設定されたホスト エントリは、 初に設定されたホスト エントリのフェールオー

バー バックアップとして動作します。この例では、 初のホスト エントリがアカウンティング サービ

スを提供できなかった場合、スイッチは「%RADIUS-4-RADIUS_DEAD」メッセージを表示し、その後、

同じデバイス上で 2 番めに設定されたホスト エントリでアカウンティング サービスを試みます 
（RADIUS ホスト エントリは、設定した順序に従って試行されます）。

RADIUS サーバとスイッチは、共有するシークレット テキスト ストリングを使用して、パスワードの

暗号化および応答の交換を行います。RADIUS で AAA セキュリティ コマンドを使用するように設定

するには、RADIUS サーバ デーモンが稼働するホストと、そのホストがスイッチと共有するシーク

レット テキスト（キー）ストリングを指定する必要があります。

タイムアウト、再送信回数、および暗号キーの値は、すべての RADIUS サーバに対してグローバルに

設定することもできますし、サーバ単位で設定することもできます。また、グローバルな設定とサーバ

単位での設定を組み合わせることもできます。スイッチと通信するすべての RADIUS サーバに対して、

これらの設定をグローバルに適用するには、radius-server timeout、radius-server retransmit、およ

び radius-server key の 3 つの固有のグローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。これ

らの設定を特定の RADIUS サーバに適用するには、radius-server host グローバル コンフィギュレー

ション コマンドを使用します。

（注） スイッチ上にグローバルな機能とサーバ単位での機能（タイムアウト、再送信回数、およびキーコマン

ド）を設定した場合、サーバ単位で設定したタイムアウト、再送信回数、およびキーに関するコマンド

は、グローバルに設定したタイムアウト、再送信回数、およびキーに関するコマンドを上書きします。

すべての RADIUS サーバに対してこれらの値を設定する方法については、「すべての RADIUS サーバ

の設定」（P.44-110）を参照してください。

既存のサーバ ホストを認証用にグループ化するため、AAA サーバ グループを使用するようにスイッチ

を設定できます。詳細については、「AAA サーバ グループの定義」（P.44-106）を参照してください。 
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サーバ単位で RADIUS サーバとの通信を設定するには、次の作業を実行します。この手順は必須です。

特定の RADIUS サーバを削除するには、no radius-server host {hostname | ip-address} グローバル コ
ンフィギュレーション コマンドを使用します。

次に、1 つの RADIUS サーバを認証用に、もう 1 つの RADIUS サーバをアカウンティング用に設定す

る例を示します。

Switch(config)# radius-server host 172.29.36.49 auth-port 1612 key rad1
Switch(config)# radius-server host 172.20.36.50 acct-port 1618 key rad2

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# radius-server host 
{hostname | ip-address} [auth-port 
port-number] [acct-port 
port-number] [timeout seconds] 
[retransmit retries] [key string]

リモート RADIUS サーバ ホストの IP アドレスまたはホスト名を指定し

ます。

• （任意）auth-port port-number には、認証要求の UDP 宛先ポートを

指定します。

• （任意）acct-port port-number には、アカウンティング要求の UDP 
宛先ポートを指定します。

• （任意）timeout seconds には、スイッチが RADIUS サーバの応答を

待機して再送信するまでの時間間隔を指定します。指定できる範囲

は 1 ～ 1000 です。この設定は、radius-server timeout グローバル 
コンフィギュレーション コマンドによる設定を上書きします。

radius-server host コマンドでタイムアウトを設定しない場合は、

radius-server timeout コマンドの設定が使用されます。

• （任意）retransmit retries には、サーバが応答しない場合、または

応答が遅い場合に、RADIUS 要求をサーバに再送信する回数を指定

します。指定できる範囲は 1 ～ 1000 です。radius-server host コマ

ンドで再送信回数を指定しない場合、radius-server retransmit グ
ローバル コンフィギュレーション コマンドの設定が使用されます。

• （任意）key string には、RADIUS サーバ上で動作する RADIUS 
デーモンとスイッチの間で使用する認証および暗号キーを指定しま

す。

（注） key は文字列であり、RADIUS サーバで使用されている暗号化

キーと一致する必要があります。キーは常に radius-server host 
コマンドの 後のアイテムとして設定してください。先頭のス

ペースは無視されますが、key の中間および末尾のスペースは使

用されます。キーにスペースを使用する場合は、引用符がキーの

一部分である場合を除き、引用符でキーを囲まないでください。

1 つの IP アドレスに対応する複数のホスト エントリをスイッチが認識す

るように設定するには、それぞれ異なる UDP ポート番号を使用して、

このコマンドを必要な回数だけ入力します。スイッチ ソフトウェアは、

指定された順序に従って、ホストを検索します。各 RADIUS ホストで使

用するタイムアウト、再送信回数、および暗号キーをそれぞれ設定して

ください。

ステップ 3 Switch(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 Switch# show running-config 入力を確認します。

ステップ 5 Switch# copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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次に、host1 を RADIUS サーバとして設定し、認証およびアカウンティングの両方にデフォルトの

ポートを使用するように設定する例を示します。

Switch(config)# radius-server host host1

（注） RADIUS サーバ上でも、いくつかの値を設定する必要があります。これらの設定値としては、スイッ

チの IP アドレス、およびサーバとスイッチの双方で共有するキー ストリングがあります。詳細につい

ては、RADIUS サーバのマニュアルを参照してください。

RADIUS ログイン認証の設定

AAA 認証を設定するには、認証方式の名前付きリストを作成してから、各種ポートにそのリストを適

用します。方式リストは実行される認証のタイプと実行順序を定義します。このリストを特定のポート

に適用してから、定義済み認証方式を実行する必要があります。唯一の例外はデフォルトの方式リスト

（偶然に default と名前が付けられている）です。デフォルトの方式リストは、名前付き方式リストを明

示的に定義されたインターフェイスを除いて、自動的にすべてのポートに適用されます。

方式リストは、ユーザ認証のためにクエリー送信を行う手順と認証方式を記述したものです。認証に使

用する 1 つまたは複数のセキュリティ プロトコルを指定できるので、 初の方式が失敗した場合の

バックアップ システムが確保されます。ソフトウェアは、リスト内の 初の方式を使用してユーザを

認証します。その方式で応答が得られなかった場合、ソフトウェアはそのリストから次の方式を選択し

ます。このプロセスは、リスト内の認証方式による通信が成功するか、定義された方式をすべて試し終

わるまで繰り返されます。この処理のある時点で認証が失敗した場合（つまり、セキュリティ サーバ

またはローカルのユーザ名データベースがユーザ アクセスを拒否すると応答した場合）、認証プロセス

は停止し、それ以上認証方式が試行されることはありません。

ログイン認証を設定するには、次の作業を実行します。この手順は必須です。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# aaa new-model AAA をイネーブルにします。
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ステップ 3 Switch(config)# aaa authentication 
login {default | list-name} method1 
[method2...]

ログイン認証方式リストを作成します。

• login authentication コマンドに名前付きリストが指定されなかった
場合に使用されるデフォルトのリストを作成するには、default キー

ワードの後ろにデフォルト状況で使用する方式を指定します。デ

フォルトの方式リストは、自動的にすべてのポートに適用されます。

• list-name には、作成するリストの名前として使用する文字列を指定

します。

• method1... には、認証アルゴリズムが試行する実際の方式を指定し

ます。追加の認証方式は、その前の方式でエラーが返された場合に

限り使用されます。前の方式が失敗した場合は使用されません。

次のいずれかの方式を選択します。

– enable：イネーブル パスワードを認証に使用します。この認証

方式を使用するには、あらかじめ enable password グローバル 
コンフィギュレーション コマンドを使用してイネーブル パス

ワードを定義しておく必要があります。

– group radius：RADIUS 認証を使用します。この認証方式を使

用するには、あらかじめ RADIUS サーバを設定しておく必要が

あります。詳細については、「RADIUS サーバ ホストの識別」

（P.44-101）を参照してください。 

– line：回線パスワードを認証に使用します。この認証方式を使用

するには、あらかじめ回線パスワードを定義しておく必要があ

ります。password password ライン コンフィギュレーション コ
マンドを使用します。

– local：ローカル ユーザ名データベースを認証に使用します。

データベースにユーザ名情報を入力しておく必要があります。

username name password グローバル コンフィギュレーション 
コマンドを使用します。

– local-case：大文字と小文字が区別されるローカル ユーザ名

データベースを認証に使用します。username password グロー

バル コンフィギュレーション コマンドを使用して、ユーザ名情

報をデータベースに入力する必要があります。

– none：ログインに認証を使用しません。

ステップ 4 Switch(config)# line [console | tty | 
vty] line-number 
[ending-line-number]

ライン コンフィギュレーション モードを開始し、認証リストを適用する

回線を設定します。

ステップ 5 Switch(config)# login 
authentication {default | list-name}

1 つの回線または複数回線に認証リストを適用します。

• default を指定する場合は、aaa authentication login コマンドで作

成したデフォルトのリストを使用します。

• list-name には、aaa authentication login コマンドで作成したリス

トを指定します。

ステップ 6 Switch(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 7 Switch# show running-config 入力を確認します。

ステップ 8 Switch# copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 目的
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AAA をディセーブルにするには、no aaa new-model グローバル コンフィギュレーション コマンドを

使用します。AAA 認証をディセーブルにするには、no aaa authentication login {default | list-name} 
method1 [method2...] グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。ログインに関する 
RADIUS 認証をディセーブルにする、あるいはデフォルト値に戻すには、no login authentication 
{default | list-name} ライン コンフィギュレーション コマンドを使用します。

（注） AAA 方式を使用して HTTP アクセスに対しスイッチのセキュリティを確保するには、ip http 
authentication aaa グローバル コンフィギュレーション コマンドでスイッチを設定する必要がありま

す。AAA 認証を設定しても、AAA 方式を使用した HTTP アクセスに対しスイッチのセキュリティは

確保しません。

ip http authentication コマンドの詳細については、Cisco.com ページの [Documentation] > [Cisco IOS 
Software] > [12.2 Mainline] > [Command References] にある『Cisco IOS Security Command Reference, 
Release 12.2』を参照してください。

AAA サーバ グループの定義

既存のサーバ ホストを認証用にグループ化するため、AAA サーバ グループを使用するようにスイッチ

を設定できます。設定済みのサーバ ホストのサブセットを選択して、それを特定のサービスに使用し

ます。サーバ グループは、選択されたサーバ ホストの IP アドレスのリストを含むグローバルなサーバ 
ホスト リストとともに使用されます。

サーバ グループには、同じサーバの複数のホスト エントリを含めることもできますが、各エントリが

一意の ID（IP アドレスと UDP ポート番号の組み合わせ）を持っていることが条件です。この場合、

個々のポートをそれぞれ特定の AAA サービスを提供する RADIUS ホストとして定義できます。同じ 
RADIUS サーバ上の異なる 2 つのホスト エントリに同じサービス（たとえばアカウンティング）を設

定した場合、2 番めに設定したホスト エントリは、 初に設定したホスト エントリのフェールオー

バー バックアップとして動作します。

定義したグループ サーバに特定のサーバを対応付けるには、server グループ サーバ コンフィギュレー

ション コマンドを使用します。サーバを IP アドレスで特定することもできますし、任意指定の 
auth-port および acct-port キーワードを使用して複数のホスト インスタンスまたはエントリを特定す

ることもできます。
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AAA サーバ グループを定義し、そのグループに特定の RADIUS サーバを関連付けるには、次の作業

を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# radius-server host 
{hostname | ip-address} [auth-port 
port-number] [acct-port 
port-number] [timeout seconds] 
[retransmit retries] [key string]

リモート RADIUS サーバ ホストの IP アドレスまたはホスト名を指定し

ます。

• （任意）auth-port port-number には、認証要求の UDP 宛先ポートを

指定します。

• （任意）acct-port port-number には、アカウンティング要求の UDP 
宛先ポートを指定します。

• （任意）timeout seconds には、スイッチが RADIUS サーバの応答を

待機して再送信するまでの時間間隔を指定します。指定できる範囲

は 1 ～ 1000 です。この設定は、radius-server timeout グローバル 
コンフィギュレーション コマンドによる設定を上書きします。

radius-server host コマンドでタイムアウトを設定しない場合は、

radius-server timeout コマンドの設定が使用されます。

• （任意）retransmit retries には、サーバが応答しない場合、または

応答が遅い場合に、RADIUS 要求をサーバに再送信する回数を指定

します。指定できる範囲は 1 ～ 1000 です。radius-server host コマ

ンドで再送信回数を指定しない場合、radius-server retransmit グ
ローバル コンフィギュレーション コマンドの設定が使用されます。

• （任意）key string には、RADIUS サーバ上で動作する RADIUS 
デーモンとスイッチの間で使用する認証および暗号キーを指定しま

す。

（注） key は文字列であり、RADIUS サーバで使用されている暗号化

キーと一致する必要があります。キーは常に radius-server host 
コマンドの 後のアイテムとして設定してください。先頭のス

ペースは無視されますが、key の中間および末尾のスペースは使

用されます。キーにスペースを使用する場合は、引用符がキーの

一部分である場合を除き、引用符でキーを囲まないでください。

1 つの IP アドレスに対応する複数のホスト エントリをスイッチが認識す

るように設定するには、それぞれ異なる UDP ポート番号を使用して、

このコマンドを必要な回数だけ入力します。スイッチ ソフトウェアは、

指定された順序に従って、ホストを検索します。各 RADIUS ホストで使

用するタイムアウト、再送信回数、および暗号キーをそれぞれ設定して

ください。

ステップ 3 Switch(config)# aaa new-model AAA をイネーブルにします。

ステップ 4 Switch(config)# aaa group server 
radius group-name

グループ名を指定して AAA サーバ グループを定義します。

このコマンドを使用すると、スイッチはサーバ グループ コンフィギュ

レーション モードになります。

ステップ 5 Switch(config)# server ip-address 特定の RADIUS サーバを定義済みのサーバ グループと関連付けます。

AAA サーバ グループの RADIUS サーバごとに、このステップを繰り返

します。

グループの各サーバは、ステップ 2 で定義済みのものでなければなりま

せん。
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特定の RADIUS サーバを削除するには、no radius-server host {hostname | ip-address} グローバル コ
ンフィギュレーション コマンドを使用します。サーバ グループをコンフィギュレーション リストから

削除するには、no aaa group server radius group-name グローバル コンフィギュレーション コマンド

を使用します。RADIUS サーバの IP アドレスを削除するには、no server ip-address サーバ グループ 
コンフィギュレーション コマンドを使用します。

次の例では、2 つの異なる RADIUS グループ サーバ（group1 および group2）を認識するようにス

イッチを設定しています。group1 では、同じ RADIUS サーバ上の異なる 2 つのホスト エントリを、同

じサービス用に設定しています。2 番目のホスト エントリは、 初のエントリに対してフェールオー

バー バックアップとして機能します。

Switch(config)# radius-server host 172.20.0.1 auth-port 1000 acct-port 1001
Switch(config)# radius-server host 172.10.0.1 auth-port 1645 acct-port 1646
Switch(config)# aaa new-model
Switch(config)# aaa group server radius group1
Switch(config-sg-radius)# server 172.20.0.1 auth-port 1000 acct-port 1001
Switch(config-sg-radius)# exit
Switch(config)# aaa group server radius group2
Switch(config-sg-radius)# server 172.20.0.1 auth-port 2000 acct-port 2001
Switch(config-sg-radius)# exit

ユーザ イネーブル アクセスおよびネットワーク サービスに関する RADIUS 許可の設定

AAA 認証によってユーザが使用できるサービスが制限されます。AAA 認証をイネーブルにすると、

スイッチは（ローカル ユーザ データベースまたはセキュリティ サーバ上に存在する）ユーザのプロ

ファイルから取得した情報を使用して、ユーザのセッションを設定します。ユーザは、ユーザ プロ

ファイル内の情報で認められている場合に限り、要求したサービスのアクセスが認可されます。

特権 EXEC モードへのユーザのネットワーク アクセスを制限するパラメータを設定するには、radius 
キーワードを指定して aaa authorization グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

aaa authorization exec radius local コマンドは、次の許可パラメータを設定します。

• RADIUS を使用して認証を行った場合は、RADIUS を使用して特権 EXEC アクセスを許可しま

す。

• 認証に RADIUS を使用しなかった場合は、ローカル データベースを使用します。

（注） 許可が設定されていても、CLI を使用してログインし、認証されたユーザに対しては、許可は省略され

ます。

特権 EXEC アクセスおよびネットワーク サービスに関する RADIUS 許可を指定するには、次の作業を

行います。

ステップ 6 Switch(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 7 Switch# show running-config 入力を確認します。

ステップ 8 Switch# copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

ステップ 9 RADIUS ログイン認証をイネーブルにします。「RADIUS ログイン認証

の設定」（P.44-104）を参照してください。

コマンド 目的
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許可をディセーブルにするには、no aaa authorization {network | exec} method1 グローバル コンフィ

ギュレーション コマンドを使用します。

RADIUS アカウンティングの起動

AAA アカウンティング機能は、ユーザがアクセスしたサービスと、消費したネットワーク リソース量

をトラッキングします。AAA アカウンティングをイネーブルにすると、スイッチはユーザの活動状況

をアカウンティング レコードの形式で RADIUS セキュリティ サーバに報告します。各アカウンティン

グ レコードには、アカウンティング属性と値（AV）のペアが含まれ、セキュリティ サーバに保存され

ます。このデータをあとでネットワーク管理、クライアント請求、および監査のために分析できます。

各 Cisco IOS 特権レベルおよびネットワーク サービスに関する RADIUS アカウンティングをイネーブ

ルにするには、次の手順を実行します。

アカウンティングをディセーブルにするには、no aaa accounting {network | exec} {start-stop} 
method1... グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# aaa authorization 
network radius

ネットワーク関連のすべてのサービス要求に対するユーザ RADIUS 許可

を、スイッチに設定します。

ステップ 3 Switch(config)# aaa authorization 
exec radius

ユーザに特権 EXEC のアクセス権限がある場合、ユーザ RADIUS 許可

を、スイッチに設定します。

exec キーワードを指定すると、ユーザ プロファイル情報

（autocommand 情報など）が返される場合があります。

ステップ 4 Switch(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 Switch# show running-config 入力を確認します。

ステップ 6 Switch# copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# aaa accounting 
network start-stop radius

ネットワーク関連のあらゆるサービス要求に関して、RADIUS アカウ

ンティングをイネーブルにします。

ステップ 3 Switch(config)# aaa accounting exec 
start-stop radius

RADIUS アカウンティングをイネーブルにして、特権 EXEC プロセス

の 初に記録開始アカウンティング通知、 後に記録停止通知を送信

します。

ステップ 4 Switch(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 Switch# show running-config 入力を確認します。

ステップ 6 Switch# copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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すべての RADIUS サーバの設定

スイッチとすべての RADIUS サーバ間のグローバル通信を設定するには、次の手順を実行します。

再送信回数、タイムアウト、および待機時間の設定をデフォルトに戻すには、これらのコマンドの no 
形式を使用します。

ベンダー固有の RADIUS 属性を使用するスイッチ設定

Internet Engineering Task Force（IETF）ドラフト規格に、ベンダー固有の属性（属性 26）を使用し

て、スイッチと RADIUS サーバ間でベンダー固有の情報を通信するための方式が定められています。

各ベンダーは、Vendor-Specific Attribute（VSA）を使用することによって、一般的な用途には適さな

い独自の拡張属性をサポートできます。シスコが実装する RADIUS では、この仕様で推奨される

フォーマットを使用して、ベンダー固有のオプションを 1 つサポートしています。シスコのベンダー 
ID は 9 であり、サポート対象のオプションはベンダー タイプ 1（名前は cisco-avpair）です。この値

は、次のフォーマットのストリングです。

protocol : attribute sep value *

protocol は、特定の許可タイプに使用するシスコのプロトコル属性の値です。attribute および value 
は、シスコの TACACS+ 仕様で定義されている適切な Attribute Value（AV; 属性値）ペアです。sep 
は、必須の属性の場合は =、任意指定の属性の場合は * です。TACACS+ 許可で使用できるすべての機

能は、RADIUS でも使用できます。

たとえば、次の AV ペアを指定すると、IP 許可時（PPP の IPCP アドレスの割り当て時）に、シスコの

複数の名前付き IP アドレス プール機能が有効になります。

cisco-avpair= ”ip:addr-pool=first“

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# radius-server key 
string

スイッチとすべての RADIUS サーバ間で共有されるシークレット テキス

ト ストリングを指定します。

（注） key は文字列であり、RADIUS サーバで使用されている暗号化

キーと一致する必要があります。先頭のスペースは無視されます

が、key の中間および末尾のスペースは使用されます。キーにス

ペースを使用する場合は、引用符がキーの一部分である場合を除

き、引用符でキーを囲まないでください。

ステップ 3 Switch(config)# radius-server 
retransmit retries

スイッチが RADIUS 要求をサーバに再送信する回数を指定します。デ

フォルトは 3 です。指定できる範囲は 1 ～ 1000 です。

ステップ 4 Switch(config)# radius-server 
timeout seconds

スイッチが RADIUS 要求に対する応答を待って、要求を再送信するまで

の時間（秒）を指定します。デフォルトは 5 秒です。指定できる範囲は 1 
～ 1000 です。

ステップ 5 Switch(config)# radius-server 
deadtime minutes

認証要求に応答しない RADIUS サーバをスキップする時間（分）を指定

し、要求がタイムアウトするまで待機することなく、次に設定されている

サーバを試行できるようにします。デフォルトは 0 です。指定できる範囲

は 1 ～ 1440 分です。

ステップ 6 Switch(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 7 Switch# show running-config 設定を確認します。

ステップ 8 Switch# copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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次に、スイッチから特権 EXEC コマンドへの即時アクセスが可能となるユーザ ログインを提供する例

を示します。

cisco-avpair= ”shell:priv-lvl=15“ 

次に、RADIUS サーバ データベース内の許可 VLAN を指定する例を示します。

cisco-avpair= ”tunnel-type(#64)=VLAN(13)”
cisco-avpair= ”tunnel-medium-type(#65)=802 media(6)”
cisco-avpair= ”tunnel-private-group-ID(#81)=vlanid”

次に、この接続中に ASCII 形式の入力 ACL をインターフェイスに適用する例を示します。

cisco-avpair= “ip:inacl#1=deny ip 10.10.10.10 0.0.255.255 20.20.20.20 255.255.0.0”
cisco-avpair= “ip:inacl#2=deny ip 10.10.10.10 0.0.255.255 any”
cisco-avpair= “mac:inacl#3=deny any any decnet-iv”

次に、この接続中に ASCII 形式の出力 ACL をインターフェイスに適用する例を示します。

cisco-avpair= “ip:outacl#2=deny ip 10.10.10.10 0.0.255.255 any”

他のベンダーにも、それぞれ独自のベンダー ID、オプション、および対応する VSA があります。ベン

ダー ID および VSA の詳細については、RFC 2138『Remote Authentication Dial-In User Service 
(RADIUS)』を参照してください。

スイッチが VSA を認識して使用するように設定するには、次の手順を実行します。

（注） RADIUS 属性の詳細なリストまたはベンダー固有属性 26 の詳細については、Cisco.com のページの 
[Documentation] > [Cisco IOS Software] > [12.2 Mainline] >[Command References] にある『Cisco IOS 
Security Configuration Guide, Release 12.2』の付録「RADIUS Attributes」を参照してください。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# radius-server vsa 
send [accounting | 
authentication]

スイッチが VSA（RADIUS IETF 属性 26 で定義）を認識して使用できる

ようにします。

• （任意）認識されるベンダー固有属性の集合をアカウンティング属性

だけに限定するには、accounting キーワードを使用します。

• （任意）認識されるベンダー固有属性の集合を認証属性だけに限定す

るには、authentication キーワードを使用します。

キーワードを指定せずにこのコマンドを入力すると、アカウンティングお

よび認証のベンダー固有属性の両方が使用されます。

ステップ 3 Switch(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 Switch# show running-config 設定を確認します。

ステップ 5 Switch# copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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ベンダー独自の RADIUS サーバとの通信に関するスイッチ設定

RADIUS に関する IETF ドラフト規格では、スイッチと RADIUS サーバ間でベンダー独自仕様の情報

を通信する方式について定められていますが、RADIUS 属性セットを独自に機能拡張しているベン

ダーもあります。Cisco IOS ソフトウェアは、ベンダー独自仕様の RADIUS 属性のサブセットをサ

ポートしています。

前述したように、RADIUS（ベンダーの独自仕様によるものか、IETF ドラフトに準拠するものかを問

わず）を設定するには、RADIUS サーバ デーモンが稼働しているホストと、そのホストがスイッチと

共有するシークレット テキスト ストリングを指定する必要があります。RADIUS ホストおよびシーク

レット テキスト ストリングを指定するには、radius-server グローバル コンフィギュレーション コマ

ンドを使用します。

ベンダー固有の RADIUS サーバ ホストと共有秘密テキスト ストリングを指定するには、次の作業を実

行します。

ベンダー独自仕様の RADIUS ホストを削除するには、no radius-server host {hostname | ip-address} 
non-standard グローバル コンフィギュレーション コマンド を使用します。キーをディセーブルにす

るには、no radius-server key グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

次に、ベンダー独自仕様の RADIUS ホストを指定し、スイッチとサーバの間で rad124 という秘密

キーを使用する例を示します。

Switch(config)# radius-server host 172.20.30.15 nonstandard
Switch(config)# radius-server key rad124

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始し

ます。

ステップ 2 Switch(config)# radius-server host {hostname | 
ip-address} non-standard 

リモート RADIUS サーバ ホストの IP アドレスまた

はホスト名を指定し、そのホストでベンダー独自仕

様の RADIUS を使用することを指定します。

ステップ 3 Switch(config)# radius-server key string スイッチとベンダー独自仕様の RADIUS サーバとの

間で共有されるシークレット テキスト ストリングを

指定します。スイッチおよび RADIUS サーバは、こ

のテキスト ストリングを使用して、パスワードの暗

号化および応答の交換を行います。

（注） key は文字列であり、RADIUS サーバで使用

されている暗号化キーと一致する必要があり

ます。先頭のスペースは無視されますが、

key の中間および末尾のスペースは使用され

ます。キーにスペースを使用する場合は、引

用符がキーの一部分である場合を除き、引用

符でキーを囲まないでください。

ステップ 4 Switch(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 Switch# show running-config 設定を確認します。

ステップ 6 Switch# copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を

保存します。



44-113
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-25340-01-J

第 44 章      802.1X ポートベース認証の設定

RADIUS によるスイッチ アクセスの制御

スイッチ上での CoA の設定

スイッチで CoA を設定するには、次の手順を実行します。この手順は必須です。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# aaa new-model AAA をイネーブルにします。

ステップ 3 Switch(config)# aaa server radius 
dynamic-author

スイッチを認証、許可、アカウンティング（AAA）サーバに設定し、外

部ポリシー サーバとの相互作用を実行します。

ステップ 4 Switch(config-locsvr-da-radius)# 
client {ip-address | name} [vrf 
vrfname] [server-key string] 

ダイナミック認証ローカル サーバ コンフィギュレーション モードを開

始し、デバイスが CoA を受け取り、要求を取り外す RADIUS クライア

ントを指定します。

ステップ 5 Switch(config-locsvr-da-radius)# 
server-key [0 | 7] string

RADIUS キーをデバイスと RADIUS クライアントとの間で共有される

ように設定します。

ステップ 6 Switch(config-locsvr-da-radius)# 
port port-number

設定された RADIUS クライアントから RADIUS 要求をデバイスが受信

するポートを指定します。

ステップ 7 Switch(config-locsvr-da-radius)# 
auth-type {any | all | session-key}

スイッチが RADIUS クライアントに使用する許可のタイプを指定しま

す。

クライアントは、許可用に設定されたすべての属性と一致していなけれ

ばなりません。

ステップ 8 Switch(config-locsvr-da-radius)# 
ignore session-key

（任意）セッション キーを無視するようにスイッチを設定します。

ignore コマンドの詳細については、Cisco.com 上の『Cisco IOS 
Intelligent Services Gateway Command Reference』を参照してください。

ステップ 9 Switch(config-locsvr-da-radius)# 
ignore server-key

（任意）サーバキーを無視するようにスイッチを設定します。

ignore コマンドの詳細については、Cisco.com 上の『Cisco IOS 
Intelligent Services Gateway Command Reference』を参照してください。

ステップ 10 Switch(config-locsvr-da-radius)# 
exit

グローバル コンフィギュレーション モードに切り替えます。

ステップ 11 Switch(config)# authentication 
command bounce-port ignore 

（任意）CoA 要求を無視して、セッションをホスティングするポートを

一時的にディセーブルにするようにスイッチを設定します。ポートを一

時的にディセーブルにする目的は、VLAN の変更が発生しても、その変

更を検出するサプリカントがエンドポイント上にない場合に、ホストか

ら DHCP 再ネゴシエーションを行わせることです。

ステップ 12 Switch(config)# authentication 
command disable-port ignore

（任意）セッションをホスティングしているポートを管理上のシャットダ

ウン状態にすることを要求する非標準コマンドを無視するようにスイッ

チを設定します。ポートをシャットダウンすると、セッションが終了し

ます。

ポートを再びイネーブルにするには、標準の CLI または SNMP コマンド

を使用します。

ステップ 13 Switch# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 14 Switch# show running-config 入力を確認します。

ステップ 15 Switch# copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/isg/command/reference/isg_a1.html#wp1368774
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/isg/command/reference/isg_a1.html#wp1368774
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/isg/command/reference/isg_a1.html#wp1368774
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/isg/command/reference/isg_a1.html#wp1368774
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AAA をディセーブルにするには、no aaa new-model グローバル コンフィギュレーション コマンドを

使用します。スイッチ上の AAA サーバ機能をディセーブルにするには、no aaa server radius 
dynamic authorization グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

Switch(config)# aaa server radius dynamic-author
Switch(config-locsvr-da-radius)# client ip addr vrf vrfname
Switch(config-locsvr-da-radius)# server-key cisco123
Switch(config-locsvr-da-radius)# port 3799 

（注） パケット オブ ディスコネクトのデフォルト ポートは 1700 です。ACS 5.1 と相互運用するためには、

ポート 3799 が必要です。

Switch(config)# authentication command bounce-port ignore

CoA 機能のモニタリングおよびトラブルシューティング

スイッチ上で CoA 機能をモニタリングおよびトラブルシューティングするには、次の Cisco IOS コマ

ンドを使用できます。

• debug radius

• debug aaa coa

• debug aaa pod

• debug aaa subsys

• debug cmdhd [detail | error | events]

• show aaa attributes protocol radius

RADIUS サーバ ロード バランシングの設定

この機能を使用すると、アクセス要求および認証要求を、サーバ グループ内のすべての RADIUS サー

バに対して均等に送信できます。詳細については、『Cisco IOS Security Configuration Guide, 
Release 12.2』の「RADIUS Server Load Balancing」の章を参照してください。

http://www.ciscosystems.com/en/US/docs/ios/12_2sb/feature/guide/sbrdldbl.html

RADIUS の設定の表示

RADIUS の設定を表示するには、show running-config 特権 EXEC コマンドを使用します。

802.1X 統計情報およびステータスの表示
すべてのインターフェイスの 802.1X 統計情報を表示するには、show dot1x all statistics 特権 EXEC 
コマンドを使用します。

スイッチの 802.1X の管理および動作ステータスを表示するには、show dot1x all details 特権 EXEC 
コマンドを使用します。特定のインターフェイスの 802.1X 管理および動作ステータスを表示するに

は、show dot1x interface details 特権 EXEC コマンドを使用します。
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認証の詳細の表示
ここでは、次の内容について説明します。

• 「Auth Manager に登録されている認証方式の確認」（P.44-115）

• 「インターフェイスの Auth Manager サマリーの表示」（P.44-115）

• 「スイッチ上のすべての Auth Manager セッションの概要の表示」（P.44-115）

• 「特定の認証方式で認可されたスイッチ上でのすべての Auth Manager セッションの概要の表示」

（P.44-116）

• 「インターフェイスの Auth Manager セッションの確認」（P.44-116）

• 「MAB の詳細の表示」（P.44-118）

• 「EPM ロギング」（P.44-118）

Auth Manager に登録されている認証方式の確認

次に、登録済みの認証方式を表示する例を示します。

次を入力します。

Switch# show authentication registrations
Handle  Priority  Name
      3             0       dot1x
      2             1       mab
      1             2       webauth

インターフェイスの Auth Manager サマリーの表示

次に、802.1X より高いプライオリティ（より低い値）で MAB を設定する例を示します。

Switch# show authentication int gi1/5
Client list:
Interface  MAC Address     Method   Domain   Status         Session ID
  Gi1/5      000f.23c4.a401  mab      DATA     Authz Success  0A3462B10000000D24F80B58
  Gi1/5      0014.bf5d.d26d  dot1x    DATA     Authz Success  0A3462B10000000E29811B94

Available methods list:
  Handle  Priority  Name
    3        0      dot1x
    2        1      mab
Runnable methods list:
  Handle  Priority  Name
    2        0      mab
    3        1      dot1x

スイッチ上のすべての Auth Manager セッションの概要の表示

次に、すべてのセッションのサマリーを表示する例を示します。

Switch# show authentication sessions
Interface  MAC Address     Method   Domain   Status         Session ID
Gi1/48     0015.63b0.f676  dot1x    DATA     Authz Success  0A3462B1000000102983C05C
Gi1/5      000f.23c4.a401  mab      DATA     Authz Success  0A3462B10000000D24F80B58
Gi1/5      0014.bf5d.d26d  dot1x    DATA     Authz Success  0A3462B10000000E29811B94
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認証の詳細の表示

特定の認証方式で認可されたスイッチ上でのすべての Auth Manager セッ
ションの概要の表示

次に、特定の認証方式について、すべてのセッションのサマリーを表示する例を示します。

Switch# show authentication method dot1x
Interface  MAC Address     Method   Domain   Status         Session ID
Gi1/48     0015.63b0.f676  dot1x    DATA     Authz Success  0A3462B1000000102983C05C
Gi1/5      0014.bf5d.d26d  dot1x    DATA     Authz Success  0A3462B10000000E29811B94

インターフェイスの Auth Manager セッションの確認

Auth 管理セッションは、show authentication sessions コマンドを使用して確認できます。

Switch# show authentication sessions int gi1/5 
Interface: GigabitEthernet1/5
MAC Address: 000f.23c4.a401
IP Address: Unknown
User-Name: 000f23c4a401
Status: Authz Success
Domain: DATA
Oper host mode: multi-auth
Oper control dir: both
Authorized By: Authentication Server
Vlan Policy: N/A
Session timeout: N/A
Idle timeout: N/A
Common Session ID: 0A3462B10000000D24F80B58
Acct Session ID: 0x0000000F
Handle: 0x2400000D
Runnable methods list:
Method State
dot1x Failed over
mab Authc Success
----------------------------------------
Interface: GigabitEthernet1/5
MAC Address: 0014.bf5d.d26d
IP Address: 20.0.0.7
User-Name: johndoe
Status: Authz Success
Domain: DATA
Oper host mode: multi-auth
Oper control dir: both
Authorized By: Authentication Server
Vlan Policy: N/A
Session timeout: N/A
Idle timeout: N/A
Common Session ID: 0A3462B10000000E29811B94
Acct Session ID: 0x00000010
Handle: 0x1100000E
Runnable methods list:
Method State
dot1x Authc Success
mab Not run
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認証の詳細の表示

個々の出力は、handle、interface、MAC、session-id、または method の各キーワードを使用して改

善できます。

Switch# show authentication sessions mac 000f.23c4.a401 
Interface: GigabitEthernet1/5
MAC Address: 000f.23c4.a401
IP Address: Unknown
User-Name: 000f23c4a401
Status: Authz Success
Domain: DATA
Oper host mode: multi-auth
Oper control dir: both
Authorized By: Authentication Server
Vlan Policy: N/A
Session timeout: N/A
Idle timeout: N/A
Common Session ID: 0A3462B10000000D24F80B58
Acct Session ID: 0x0000000F
Handle: 0x2400000D
Runnable methods list:
Method State
dot1x Failed over
mab Authc Success

Switch# show authentication sessions session-id 0A3462B10000000D24F80B58
Interface: GigabitEthernet1/5
MAC Address: 000f.23c4.a401
IP Address: Unknown
User-Name: 000f23c4a401
Status: Authz Success
Domain: DATA
Oper host mode: multi-auth
Oper control dir: both
Authorized By: Authentication Server
Vlan Policy: N/A
Session timeout: N/A
Idle timeout: N/A
Common Session ID: 0A3462B10000000D24F80B58
Acct Session ID: 0x0000000F
Handle: 0x2400000D
Runnable methods list:
Method State
dot1x Failed over
mab uthc Success

Switch# show authentication session method dot1x int gi1/5 
Interface: GigabitEthernet1/5
MAC Address: 0014.bf5d.d26d
IP Address: 20.0.0.7
User-Name: johndoe
Status: Authz Success
Domain: DATA
Oper host mode: multi-auth
Oper control dir: both
Authorized By: Authentication Server
Vlan Policy: N/A
Session timeout: N/A
Idle timeout: N/A
Common Session ID: 0A3462B10000000E29811B94
Acct Session ID: 0x00000010
Handle: 0x1100000E
Runnable methods list:
Method State
dot1x Authc Success
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認証の詳細の表示

mab Not run

MAB の詳細の表示

次のコマンドは、次の詳細を表示します。

Switch# show mab all
MAB details for FastEthernet5/9
-------------------------------------
Mac-Auth-Bypass           = Enabled
Inactivity Timeout        = None

Switch# show mab all detail
MAB details for FastEthernet5/9
-------------------------------------
Mac-Auth-Bypass           = Enabled
Inactivity Timeout        = None
MAB Client List
---------------
Client MAC                = 000f.23c4.a401
MAB SM state              = TERMINATE
Auth Status               = AUTHORIZED

Switch# show mab int fa5/9     
MAB details for FastEthernet5/9
-------------------------------------
Mac-Auth-Bypass           = Enabled
Inactivity Timeout        = None

Switch# show mab int fa5/9 detail
MAB details for FastEthernet5/9
-------------------------------------
Mac-Auth-Bypass           = Enabled
Inactivity Timeout        = None
MAB Client List
---------------
Client MAC                = 000f.23c4.a401
MAB SM state              = TERMINATE
Auth Status               = AUTHORIZED

EPM ロギング

EPM ロギングを使用すると、グローバル コンフィギュレーション モードの epm logging コマンドで、

EMP ロギング メッセージを表示します。EPM ロギングをディセーブルにするには、no epm logging 
コマンドを入力します。

ロギング メッセージは、次のイベント中に表示されます。

• POLICY_APP_SUCCESS：名前付き ACL、プロキシ ACL、サービス ポリシー、URL リダイレ

クト ポリシーに基づいて正常実行されるポリシー アプリケーション イベント

• POLICY_APP_FAILURE：未設定ポリシー、誤ったポリシー、ダウンロード要求の失敗、および 
AAA からのダウンロードの失敗などの、ポリシー アプリケーションの失敗条件

• IPEVENT：クライアントの IP 割り当て、IP リリース、および IP 遅延イベント

• AAA：AAA イベント（AAA からのダウンロード要求、またはダウンロードの成功と同様）

例 1

Switch# conf t
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Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)# epm logging
Switch# clear dot1x all
Switch#
*May 15 08:31:26.561: %EPM-6-POLICY_REQ: IP=100.0.0.222| MAC=0000.0000.0001|
        AUDITSESID=0A050B2C000000030004956C| AUTHTYPE=DOT1X|
        EVENT=REMOVE
*May 15 08:31:26.581: %AUTHMGR-5-START: Starting 'dot1x' for client (0000.0000.0001) on 
Interface Fa9/25
*May 15 08:31:26.681: %DOT1X-5-SUCCESS: Authentication successful for client 
(0000.0000.0001) on Interface Fa9/25
*May 15 08:31:26.681: %AUTHMGR-7-RESULT: Authentication result 'success' from 'dot1x' for 
client (0000.0000.0001) on Interface Fa9/25

例 2

Switch# conf terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)# epm logging
Switch(config)# int f9/25
Switch(config-if)# shut
Switch(config-if)# no shut
*May 15 08:41:56.329: %EPM-6-IPEVENT: IP=100.0.0.222| MAC=0000.0000.0001|
        AUDITSESID=0A050B2C0000026108FB7924| AUTHTYPE=DOT1X|
        EVENT=IP-RELEASE
*May 15 08:41:56.333: %EPM-6-IPEVENT: IP=100.0.0.222| MAC=0000.0000.0001|
        AUDITSESID=0A050B2C0000026108FB7924| AUTHTYPE=DOT1X|
        EVENT=IP-WAIT

Cisco IOS XE 3.1.0 SG Release の Cisco IOS Security 
機能

このマニュアルでは、Cisco IOS XE 3.1.0SG でサポートされているセキュリティ ソフトウェア機能に

ついて説明します。機能マニュアルへのリンクが掲載されています。

機能ガイドには、複数の機能に関する情報が含まれている場合があります。機能ガイドで特定の機能に

関する情報を検索する場合は、巻末の機能情報表を参照してください。

機能ガイドには、さまざまなソフトウェア リリースとプラットフォームでサポートされている機能が

掲載されています。ご使用のシスコ ソフトウェア リリースまたはプラットフォームで、機能ガイドに

記載されたすべての機能がサポートされているとは限りません。そのガイドでどの機能がソフトウェア 
リリースでサポートされるかについては、機能ガイドの 後にある機能情報の表を参照してください。

プラットフォームのサポートおよびシスコ ソフトウェア イメージのサポートに関する情報を検索する

には、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には 
http://www.cisco.com/go/cfn からアクセスしてください。Cisco.com のアカウントは不要です。

ロール ベース アクセス コントロールの CLI コマンド

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sec_user_services/configuration/guide/sec_role_base_cli.html

HTTP 用の認証プロキシ アカウンティング

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sec_user_services/configuration/guide/sec_cfg_authen_prxy.htm
l

http://www.cisco.com/go/cfn
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sec_user_services/configuration/guide/sec_role_base_cli.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sec_user_services/configuration/guide/sec_cfg_authen_prxy.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sec_user_services/configuration/guide/sec_cfg_authen_prxy.html
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拡張パスワード セキュリティ

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sec_user_services/configuration/guide/sec_cfg_sec_4cli.html

IEEE 802.1X：柔軟な認証

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sec_user_services/configuration/guide/sec_cfg_authen_prxy.htm
l

イメージ検証

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sec_user_services/configuration/guide/sec_image_verifctn.html

TFTP による手動での証明書登録

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sec_secure_connectivity/configuration/guide/sec_cert_enroll_pki
.html

IPsec VPN の Pre-fragmentation

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sec_secure_connectivity/configuration/guide/sec_pre_frag_vpns.
html

ルータのセキュリティ監査の管理

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

信頼できるルート認証機関

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_1t/12_1t1/feature/guide/dtrustrt.html

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sec_user_services/configuration/guide/sec_cfg_sec_4cli.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sec_user_services/configuration/guide/sec_cfg_authen_prxy.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sec_user_services/configuration/guide/sec_image_verifctn.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sec_secure_connectivity/configuration/guide/sec_cert_enroll_pki.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sec_secure_connectivity/configuration/guide/sec_pre_frag_vpns.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_3t/12_3t4/feature/guide/gtaudlog.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_1t/12_1t1/feature/guide/dtrustrt.html
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PPPoE 中継エージェントの設定

DSL Forum TR-101 [1] は、サービス プロバイダーのアクセス スイッチで、加入者線に固有な情報を 
PPPoE ディスカバリ パケットにタグ付けする方法を提供します。このメカニズムでは、スイッチで回

線固有の情報を追加するために PPPoE ディスカバリ パケットの Vendor-Specific-Atribute（VSA; ベン

ダー固有属性）を使用することが指定されています。別の方法（スタックされた VLAN タグを使用し

た仮想パスおよび回線の再作成）でも加入者線識別（SLI）を行うことができますが、DSL Forum 
2004-071 [4] では、PPPoE 中継エージェント メカニズムが推奨されます。これは、アクセス スイッチ

を管理する OS のシステムと BRAS 間で、プロビジョニング コストが削減され、調整が容易になるこ

とに言及しています。PPPoE 中継エージェントは、サービス プロバイダーの BRAS が、アクセス ス
イッチにイーサネットを通じて接続されているエンド ホストを区別するために役立ちます。

この章では、Catalyst 4500 シリーズ スイッチの PPPoE 中継エージェントについて説明します。ここで

は、次の内容について説明します。

• 「PPPoE 中継エージェントについて」（P.45-2）

• 「スイッチ上での PPPoE IA のイネーブル化」（P.45-3）

• 「スイッチ上での PPPoE IA のアクセス ノード ID の設定」（P.45-3）

• 「スイッチ上の PPPoE IA に対する識別ストリング、オプション、デリミタの設定」（P.45-3）

• 「スイッチ上での PPPoE IA に対する汎用エラー メッセージの設定」（P.45-3）

• 「インターフェイスでの PPPoE IA のイネーブル化」（P.45-4）

• 「インターフェイス上の PPPoE IA の信頼設定」（P.45-4）

• 「インターフェイス上での PPPoE IA レート制限設定の設定」（P.45-5）

• 「インターフェイス上の PPPoE IA ベンダー タグ除去の設定」（P.45-5）

• 「インターフェイス上の PPPoE IA の回線 ID およびリモート ID の設定」（P.45-5）

• 「インターフェイス上の特定の VLAN に対する PPPoE IA のイネーブル化」（P.45-6）

• 「インターフェイス上の VLAN に対する PPPoE IA の回線 ID およびリモート ID の設定」（P.45-6）

（注） この章で使用するスイッチ コマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL で『Cisco 
Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』と関連資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products//hw/switches/ps4324/index.html

『Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』に掲載されていないコマンドについては、より詳

細な Cisco IOS ライブラリを参照してください。次の URL でCisco IOS コマンド リファレンスと関連

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/index.html
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関連資料

資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html

関連資料

RFC

PPPoE 中継エージェントについて

アクセス スイッチにイーサネット経由で接続されているエンド ホストをサービス プロバイダー BRAS 
が区別するのを支援するために、PPPoE 中継エージェント（PPPoE IA）が加入者と BRAS の間に配置

されます。アクセス スイッチでは、PPPoE IA により異なるユーザのイーサネット フレームに適切に

タグ付けすることで加入者線識別が可能になります （タグには、スイッチと VLAN に接続された加入

者など、特定の情報が含まれています）。PPPoE IA は、ポート単位 /VLAN 単位ですべての PPPoE 
Active Discovery（PAD）メッセージを代行受信することによって、ホストと BRAS 間のミニ セキュ

リティ ファイアウォールとして機能します。これは、信頼できないポートから代行受信される PAD 
メッセージの確認、ポート単位の PAD メッセージ レート制限の実行、PAD メッセージに対する VSA 
タグの挿入および削除など、特定のセキュリティ機能を提供します。

関連項目 参照先

PPPoE Circuit-Id タグ処理 「PPPoE Circuit-Id Tag Processing」の章を参照

RADIUS 属性 『Cisco IOS Security Configuration Guide, Release 12.4』を参照し

てください。

DSL Forum Line-Id タグ ソリューション DSL Forum 2004-71：「Solution for Remote-ID in PPPoE Discovery 
Phase」

「Migration to Ethernet-Based DSL Aggregation」 DSL Forum Technical Report 101

RFC タイトル

RFC 2516 『A Method for Transmitting PPP over Ethernet (PPPoE)』

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ios_xe/bbdsl/configuration/guide/bba_cir_id_tag_pr_xe_ps9587_TSD_Products_Configuration_Guide_Chapter.html
http://www.dslforum.org/index.html
http://www.dslforum.org/index.html
ftp://ftp.rfc-editor.org/in-notes/rfc2516.txt
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html
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スイッチ上での PPPoE IA のイネーブル化

この機能は、スイッチ上で PPPoE IA をグローバルにイネーブルまたはディセーブルにすることができ

ます。

Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# pppoe intermediate-agent

デフォルトでは、PPPoE IA はグローバルにディセーブルです。

スイッチ上での PPPoE IA のアクセス ノード ID の設定

この機能は、スイッチのアクセス ノード ID を設定することができます。指定しない場合、このパラ

メータは、管理インターフェイスの IP アドレスで自動的に生成されます。

次に、abcd のアクセス ノード ID を設定する例を示します。

Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# pppoe intermediate-agent format-type access-node-id string abcd

デフォルトでは、アクセス ノード ID は設定されていません。

スイッチ上の PPPoE IA に対する識別ストリング、オプション、デリミタ
の設定

この機能は、システムによるデフォルトの回線 ID の自動生成を上書きします。

使用可能なオプションは、sp、sv、pv および spv を示すスロットです（それぞれ、ポート、スロット 
VLAN、ポート VLAN、およびスロット ポート VLAN の組み合わせ）。有効なデリミタは # ., ; / ス
ペースです。

WORD、オプション、およびデリミタを指定しないこのコマンドの no 形式では、回線 ID のデフォル

トの自動生成に戻ります。

次に、「:」で区切られるオプションの spv で ID ストリング word を設定する例を示します。

Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config) pppoe intermediate-agent format-type

identifier-string string word
option spv delimiter :

このコマンドは、pppoe intermediate-agent format-type circuit-id コマンドまたは  pppoe 
intermediate-agent vlan num format-type circuit-id コマンドによって、インターフェイス単位または

インターフェイス単位 /VLAN 単位で明示的に設定される回線 ID に影響しません。

スイッチ上での PPPoE IA に対する汎用エラー メッセージの設定

この機能は、スイッチの汎用エラー メッセージを設定します。PPPoE IA は、特定のエラー状態だけで

このメッセージを送信します。ストリング {WORD} を指定しない場合、エラー メッセージは追加され

ません。
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RFC

次に、packet_length>1484 の汎用メッセージを設定する例を示します。

Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config) pppoe intermediate-agent format-type

generic-error-message string packet_length>1484
PPPoE Discover packet too large to process. Try reducing the number of tags added.

デフォルトで、汎用エラー メッセージは設定されていません。ストリング値は、応答に追加される前

に UTF-8 に変換されます。次のようなメッセージが表示されます。

PPPoE Discover packet too large to process. Try reducing the number of tags added.

（注） このタグ（0x0203 Generic-Error）は、エラーを示します。PPPoE ペイロードとともに、PPPoE IA が
受信した PPPoE ディスカバリ パケットが、1484 バイトよりも大きい場合、これは PPPoE IA によって

生成され、PADI または PADR の応答でユーザに返信される PADO または PADS パケットに追加され

ることがあります。エラー データは、UTF-8 ストリングにする必要があります。

インターフェイスでの PPPoE IA のイネーブル化

この機能は、インターフェイス上の PPPoE IA 機能をイネーブルにします。pppoe intermediate-agent 
コマンドが有効になるのは、PPPoE IA 機能がこのコマンドを使用してグローバルにイネーブルに設定

されている場合だけです （IA のスタティック ACL をアクティブにし、PPPoE IA のインターフェイス

上で、そのインターフェイスで受信した PPPoE ディスカバリ パケットの処理をアクティブにするに

は、グローバルにイネーブルにする必要があります）。

この設定は、フレームが属する VLAN に関係なく、このインターフェイスを通過するすべてのフレー

ムに適用されます。デフォルトでは、PPPoE IA 機能はすべてのインターフェイスでディセーブルで

す。この機能を必要とする各インターフェイスで、このコマンドを実行する必要があります。

次の例では、FastEthernet 3/1 で PPPoE IA をイネーブルにする例を示します。

Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config) interface FastEthernet 3/1
Switch(config-if) pppoe intermediate-agent

（注） インターフェイス上で PPPoE IA をイネーブルにしても、着信パケットがタグ付けされないことがあり

ます。タグ付けするために、PPPoE IA はグローバルにイネーブルにする必要があり、PPPoE サーバに

スイッチを接続する少なくとも 1 本のインターフェイスに、信頼できる PPPoE IA の設定が必要です。

詳細については、次の項を参照してください。

インターフェイス上の PPPoE IA の信頼設定

この機能を使用して、物理インターフェイスを trusted に設定します。次に、FastEthernet インター

フェイス 3/2 を trusted に設定する例を示します。

Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config) interface FastEthernet 3/2
Switch(config-if) pppoe intermediate-agent trust

デフォルトでは、この設定はディセーブルになっています。
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（注） PPPoE サーバにスイッチを接続するインターフェイスは、trusted として設定されています。

スイッチをユーザ（PPPoE クライアント）に接続するインターフェイスは、untrusted です。

インターフェイス上での PPPoE IA レート制限設定の設定

この機能は、PPPoE ディスカバリ パケット（PADI、PADO、PADR、PAD、または PADT）がイン

ターフェイスで受信されるレート（1 秒あたり）を制限します。着信パケットのレートが設定された制

限に到達するか、または超過すると、ポートは errdisable 状態になります。

次に、FastEthernet 3/1 で 30 のレート制限を設定する例を示します。

Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config) interface FastEthernet 3/1
Switch(config-if) pppoe intermediate-agent limit rate 30

（注） レート制限のパラメータは、1 秒あたりのパケット数です。着信パケットのレートがこの値を

超えると、ポートはシャットダウンされます。

インターフェイス上の PPPoE IA ベンダー タグ除去の設定

この機能によって、管理者は、ユーザに転送する前に、インターフェイスで受信した PADO、PAD、

PADT パケットからベンダー固有タグ（VSA）を除去できます。

次に、FastEthernet 3/2 で除去をイネーブルにする例を示します。

Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config) interface FastEthernet 3/2
Switch(config-if) pppoe intermediate-agent vendor-tag strip

デフォルトでは、この設定はディセーブルになっています。

（注） 通常、PPPoE サーバに接続されているインターフェイスで、ベンダー タグの除去を設定します。除去

を設定した場合、（加入者および回線 ID 情報を伝送する）VSA が着信パケットから除去されます。こ

のためには、PPPoE 中継エージェントをイネーブルにして pppoe intermediate-agent vendor-tag 
strip コマンドを有効にし、インターフェイスを trust に設定する必要があります。コマンドは、独立で

は機能しません。

インターフェイス上の PPPoE IA の回線 ID およびリモート ID の設定

[no] pppoe intermediate-agent format-type circuit-id コマンドは、インターフェイスの回線 ID を設

定し、スイッチによる回線 ID の自動生成を上書きします。このコマンドを使用しない場合、1 つのデ

フォルト タグ（ユーザが接続している PPPoE 上のイーサネット x/y:z など）が、中継エージェントに

よって挿入されます。

[no] pppoe intermediate-agent format-type remote-id コマンドは、インターフェイスのリモート ID 
を設定します。
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この機能により、回線 ID またはリモート ID がある物理インターフェイスで受信される PADI、PADR 
および PADT パケット（PPPoE ディスカバリ段階に属する）に、タグが付けられます。PPPoE IA が 
VLAN でイネーブルになっていない場合、これはその VLAN にかかわらず実行されます。

加入者線識別には、回線 ID の代わりにリモート ID を使用する必要があります。デフォルトで設定さ

れていないため、PPPoE IA をイネーブルにした各インターフェイスでこの設定を行う必要がありま

す。リモート ID のデフォルト値は、（すべての物理インターフェイスで）スイッチの MAC アドレスで

す。

次に、回線 ID を root として、リモート ID を granite として設定する例を示します。

Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config) interface FastEthernet 3/1
Switch(config-if) pppoe intermediate-agent format-type circuit-id string root
Switch(config-if) pppoe intermediate-agent format-type remote-id string granite

インターフェイス上の特定の VLAN に対する PPPoE IA のイネーブル化

この機能によって、「x,y,」などの特定の VLAN カンマ区切りリストまたは「x-y」などの範囲のいずれ

かに基づいて、PPPoE IA をイネーブルにできます。

特定の VLAN：

Switch# configure terminal
Switch(config)# interface FastEthernet 3/1
Switch(config-if)# vlan-range 5
Switch(config-if-vlan-range)# pppoe intermediate-agent

カンマ区切り VLAN リスト：

Switch# configure terminal
Switch(config)# interface FastEthernet 3/1
Switch(config-if)# vlan-range 5,6
Switch(config-if-vlan-range)# pppoe intermediate-agent

VLAN の範囲：

Switch# configure terminal
Switch(config)# interface FastEthernet 3/1
Switch(config-if)# vlan-range 5-9
Switch(config-if-vlan-range)# pppoe intermediate-agent

（注） vlan-range モードの pppoe intermediate-agent コマンドは、インターフェイス モードの同じ

コマンドに依存しません。pppoe intermediate-agent コマンドは、インターフェイス モード

のコマンドと関係なく有効になります。このためには、PPPoE IA をグローバルにイネーブル

にして、少なくとも 1 つのインターフェイスを PPPoE サーバに接続する必要があります。

インターフェイス上の VLAN に対する PPPoE IA の回線 ID およびリモー
ト ID の設定

この項のインターフェイス上の特定の VLAN に対する回線 ID およびリモート ID を設定します。コマ

ンドは、この物理インターフェイスに指定された回線 ID とリモート ID を上書きし、スイッチは、こ

の VLAN で受信したパケットのタグ付けに WORD 値を使用します。このパラメータは、デフォルトで

は設定されていません。
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設定パラメータの表示

remote-id のデフォルト値は、（すべての VLAN で）スイッチの MAC アドレスです。加入者固有の情

報を符号化するために、このパラメータを設定します。

（注） PPPoE IA がグローバルにイネーブルで、vlan-range モードである場合にだけ、vlan-range モードで 
circuit-id と remote-id の設定が有効です。

次に、インターフェイス g3/7 で、回線 ID を AA、リモート ID を ccc に設定する例を示します。

Switch(config)# int g3/7
Switch(config-if)# vlan-range 5
Switch(config-if)# pppoe intermediate-agent
Switch(config-if-vlan-range)# pppoe intermediate-agent format-type circuit-id string aaa
Switch(config-if-vlan-range)# pppoe intermediate-agent format-type remote-id string ccc

（注） vlan-range モード コマンドは、構文で指定する値によって、特定の VLAN、複数の VLAN、

または VLAN の範囲で PPPoE IA を設定します。

設定パラメータの表示
show pppoe intermediate-agent [info| statistics] [interface {interface}] コマンドは、PPPoE に保存さ

れているさまざまな設定パラメータ、統計情報およびカウンタを表示します。

info キーワードは、インターフェイスまたは（インターフェイスの）VLAN で、PPPoE 中継エージェ

ントをグローバルにイネーブルにすると表示されます。また、スイッチのアクセス ノード ID および汎

用エラー メッセージと、次のコマンドによってグローバルに設定された ID のストリング オプションと

デリミタ値も示されます。

Switch(config)# pppoe intermediate-agent format-type ?
  access-node-id         Access Node Identifier
  generic-error-message  Generic Error Message
  identifier-string      Identifier String

info キーワードでは、回線 ID、リモート ID、信頼とレート制限の設定、すべてのインターフェイスお

よび関連するすべての VLAN に対するベンダー タグ除去の設定も表示されます。いずれかのパラメー

タが設定されていない場合、これらの設定は表示されません。

statistics オプションは、受信された PADI/PADR/PADT パケット数、すべてのインターフェイスおよ

び関連するすべての VLAN で 後のパケットが受信された時刻を表示します。

interface を指定した場合は、物理インターフェイスおよび関連する VLAN だけに適用される情報また

は統計情報が表示されます。

PPoE IA は PVLAN でサポートされますが、PVLAN の関連付け（プライマリおよびセカンダリ 
VLAN マッピング）情報が表示されないことに注意してください。

PPPoE IA の show コマンド（show pppoe intermediate-agent info,  show pppoe intermediate-agent 
info interface g3/7, または show pppoe intermediate-agent statistics など）は、プライベート VLAN 
の関連付け（プライマリおよびセカンダリ VLAN マッピング）に関する情報を提供しません。ただし、

プライベート VLAN または標準 VLAN のいずれであるかにかかわらず、次の例に示すように、VLAN 
に関する情報が提供されます。

Switch# show pppoe intermediate-agent info
Switch PPPOE Intermediate-Agent is enabled

PPPOE Intermediate-Agent trust/rate is configured on the following Interfaces:
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パケット カウンタのクリア

Interface               IA         Trusted    Vsa Strip   Rate limit (pps)
----------------------- --------   -------    ---------   ----------------
GigabitEthernet3/4         no         yes        yes         unlimited
PPPOE Intermediate-Agent is configured on following VLANs:
2-3
GigabitEthernet3/7         no         no         no          unlimited
PPPOE Intermediate-Agent is configured on following VLANs:
2-3

Switch# show pppoe intermediate-agent info interface g3/7
Interface               IA         Trusted    Vsa Strip   Rate limit (pps)
----------------------- --------   -------    ---------   ----------------   
GigabitEthernet3/7         yes        no         no          unlimited
PPPoE Intermediate-Agent is configured on following VLANs:
2-3

Switch# show pppoe intermediate-agent statistics

PPPOE IA Per-Port Statistics
---- -----------------

Interface : GigabitEthernet3/7
 Packets received 
  All = 0 
  PADI = 0 PADO = 0 
  PADR = 0 PADS = 0 
  PADT = 0
 Packets dropped:
  Rate-limit exceeded = 0
  Server responses from untrusted ports = 0
  Client requests towards untrusted ports = 0
  Malformed PPPoE Discovery packets = 0
Vlan 2: Packets received PADI = 0 PADO = 0 PADR = 0 PADS = 0 PADT = 0
Vlan 3: Packets received PADI = 0 PADO = 0 PADR = 0 PADS = 0 PADT = 0

Switch# show pppoe intermediate-agent statistics interface g3/7
Interface : GigabitEthernet3/7
 Packets received
  All = 3
  PADI = 0 PADO = 0
  PADR = 0 PADS = 0
  PADT = 3
 Packets dropped:
  Rate-limit exceeded = 0
  Server responses from untrusted ports = 0
  Client requests towards untrusted ports = 0
  Malformed PPPoE Discovery packets = 0
Vlan 2: Packets received PADI = 6 PADO = 0 PADR = 6 PADS = 0 PADT = 6
Vlan 3: Packets received PADI = 4 PADO = 0 PADR = 4 PADS = 0 PADT = 4

パケット カウンタのクリア
ここでは、すべてのインターフェイスでパケット カウンタをクリアする方法について説明します

（ポート単位およびポート単位 /VLAN 単位）。

次に、この方法の例を示します。

Switch# clear pppoe intermediate-agent statistics

Issuing of the above command clears the counters for all PPPoE discovery packets 
(PADI,PADO,PADR,PADS,PADT) received on DUT.
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Switch# show pppoe intermediate-agent statistics interface g3/7
Interface : GigabitEthernet3/7
 Packets received
  All = 0
  PADI = 0 PADO = 0
  PADR = 0 PADS = 0
  PADT = 0
 Packets dropped:
  Rate-limit exceeded = 0
  Server responses from untrusted ports = 0
  Client requests towards untrusted ports = 0
  Malformed PPPoE Discovery packets = 0
Vlan 2: Packets received PADI = 0 PADO = 0 PADR = 0 PADS = 0 PADT = 0
Vlan 3: Packets received PADI = 0 PADO = 0 PADR = 0 PADS = 0 PADT = 0

PPPoE 中継エージェントのデバッグ
debug pppoe intermediate-agent [packet | event | all] コマンドは、デバッグに役立つ PPPoE 情報を

表示できます。このコマンドは、デフォルトではディセーブルです。

このコマンドの packet オプションは、ソフトウェアで受信されたパケットの内容（イーサネット フ
レームの送信元および宛先 MAC アドレス、PPPoE ディスカバリ パケットのコード、バージョンおよ

びタイプ、存在するタグのリスト）を表示します。

このコマンドの event オプションは、重要なメッセージ（設定した制限を超えるレートで PPPoE ディ

スカバリ パケットが着信したために、インターフェイスの状態が errdisable に変化したこと）をエコー

します。これは、debug pppoe intermediate-agent event コマンドによって表示される唯一のイベン

トです。

all オプションは、パッケージとイベントのオプションの両方をイネーブルにします。 
次に、packet オプションを付けて debug コマンドを入力する例を示します。

Switch# debug pppoe intermediate-agent packet
PPPOE IA Packet debugging is on

*Sep  2 06:12:56.133: PPPOE_IA: Process new PPPoE packet, Message type: PADI, input 
interface: Gi3/7, vlan : 2 MAC da: ffff.ffff.ffff, MAC sa: aabb.cc00.0000
*Sep  2 06:12:56.137: PPPOE_IA: received new PPPOE packet from inputinterface 
(GigabitEthernet3/4)
*Sep  2 06:12:56.137: PPPOE_IA: received new PPPOE packet from inputinterface 
(GigabitEthernet3/8)
*Sep  2 06:12:56.137: PPPOE_IA: Process new PPPoE packet, Message type: PADO, input 
interface: Gi3/4, vlan : 2 MAC da: aabb.cc00.0000, MAC sa: 001d.e64c.6512
*Sep  2 06:12:56.137: PPPOE_IA: Process new PPPoE packet, Message type: PADO, input 
interface: Gi3/8, vlan : 2 MAC da: aabb.cc00.0000, MAC sa: aabb.cc80.0000
*Sep  2 06:12:56.137: PPPOE_IA: received new PPPOE packet from inputinterface 
(GigabitEthernet3/7)
*Sep  2 06:12:56.137: PPPOE_IA: Process new PPPoE packet, Message type: PADR, input 
interface: Gi3/7, vlan : 2 MAC da: 001d.e64c.6512, MAC sa: aabb.cc00.0000
*Sep  2 06:12:56.145: PPPOE_IA: received new PPPOE packet from inputinterface 
(GigabitEthernet3/4)
*Sep  2 06:12:56.145: PPPOE_IA: Process new PPPoE packet, Message type: PADS, input 
interface: Gi3/4, vlan : 2 MAC da: aabb.cc00.0000, MAC sa: 001d.e64c.6512
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トラブルシューティングのヒント

次に、event オプションを付けて debug コマンドを入力する例を示します。

Switch# debug pppoe intermediate-agent event
PPPOE IA Event debugging is on

*Jul 30 19:00:10.254: %PPPOE_IA-4-PPPOE_IA_ERRDISABLE_WARNING: PPPOE IA received 5 PPPOE 
packets on interface Gi3/7
*Jul 30 19:00:10.254: %PPPOE_IA-4-PPPOE_IA_RATE_LIMIT_EXCEEDED: The interface Gi3/7 is 
receiving more than the threshold set
*Jul 30 19:00:10.394: %PM-4-ERR_DISABLE: STANDBY:pppoe-ia-rate-limit error detected on 
Gi3/7, putting Gi3/7 in err-disable stat

トラブルシューティングのヒント
BRAS での PPPoE Agent Remote-ID タグおよび DSL Line Characteristics 機能の設定で、

radius-server attribute 31 remote-id グローバル コンフィギュレーション コマンドを入力した場合、 
debug radius 特権 EXEC コマンドを使用して、レポートを生成できます。このレポートには、ディス

カバリ フレームが受信される着信アクセス インターフェイス、PPPoE 拡張 NAS-Port 形式（形式 d）
で確立されているセッションに関する情報が含まれます。
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この章では、Web ベース認証を設定する方法について説明します。この章の内容は、次のとおりです。

• 「Web ベース認証について」（P.46-1）

• 「Web ベース認証の設定」（P.46-6）

• 「Web ベース認証ステータスの表示」（P.46-15）

（注） この章で使用するスイッチ コマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL で『Cisco 
Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』と関連資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products//hw/switches/ps4324/index.html

『Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』に掲載されていないコマンドについては、より詳

細な Cisco IOS ライブラリを参照してください。次の URL でCisco IOS コマンド リファレンスと関連

資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html

Web ベース認証について
Web ベース認証機能（別名 Web 認証プロキシ）を使用して、IEEE 802.1X サプリカントを実行してい

ないホスト システムでエンド ユーザを認証できます。

（注） Web ベース認証は、レイヤ 2 およびレイヤ 3 インターフェイス上に設定できます。

HTTP セッションを開始すると、Web ベース認証がホストからの入力 HTTP パケットを代行受信して、

ユーザに HTML ログイン ページを送信します。ユーザは資格情報を入力します。Web ベース認証はこ

の資格情報を認証のために AAA サーバに送信します。

• 認証に成功した場合、Web ベース認証は、ログインの成功を示す HTML ページをホストに送信

し、AAA サーバから返されたアクセス ポリシーを適用します。

• 認証に失敗した場合、Web ベース認証は、ログインの失敗を示す HTML ページをユーザに転送

し、ログインを再試行するように、ユーザにプロンプトを表示します。ユーザが 大試行回数を超

えると、Web ベース認証はログイン失効 HTML ページをホストに送信し、ユーザは待機期間の間

ウォッチ リストに配置されます。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html


46-2
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-25340-01-J

第 46 章      Web ベース認証の設定

Web ベース認証について

ここでは、認証、許可、アカウンティング（AAA）システムの一部としての Web ベース認証の役割に

ついて説明します。

• 「デバイスの役割」（P.46-2）

• 「ホストの検出」（P.46-2）

• 「セッションの作成」（P.46-3）

• 「認証プロセス」（P.46-3）

• 「認証プロキシ Web ページのカスタマイゼーション」（P.46-4）

• 「その他の機能と Web ベース認証の相互作用」（P.46-4）

デバイスの役割

Web ベース認証では、ネットワーク上のデバイスに次のような固有の役割があります（図 46-1）。

図 46-1 Web ベース認証デバイスの役割

ロールには、次のものがあります。

• クライアント：LAN およびスイッチ サービスへのアクセスを要求し、スイッチからの要求に応答

するデバイス（ワークステーション）。このワークステーションでは、Java Script がイネーブルに

設定された HTML ブラウザが実行されている必要があります。

• 認証サーバ：実際にクライアントの認証を行います。認証サーバは、クライアントの識別情報を確

認し、クライアントが LAN およびスイッチ サービスへのアクセスを許可されたこと、またはクラ

イアントが拒否されたことをスイッチに通知します

• スイッチ：クライアントの認証ステータスに基づいて、ネットワークへの物理アクセスを制御しま

す。スイッチ はクライアントと認証サーバとの仲介デバイス（プロキシ）として動作し、クライ

アントに識別情報を要求し、その情報を認証サーバで確認し、クライアントに応答をリレーしま

す。

ホストの検出

スイッチ は、検出されたホストに関する情報を格納するために、IP デバイス トラッキング テーブルを

維持します。

（注） デフォルトでは、スイッチの IP デバイス トラッキング機能はディセーブルに設定されています。Web 
ベース認証を使用するには、IP デバイスのトラッキング機能をイネーブルにする必要があります。

Catalyst 

Cisco RADIUS

79
54

9
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レイヤ 3 インターフェイスの場合、インターフェイス上に Web ベース認証が設定されると（またはイ

ンターフェイスがサービス中になると）、Web ベース認証が HTTP 代行受信 Access Control List
（ACL; アクセス コントロール リスト）を設定します。

レイヤ 2 インターフェイスの場合、次のメカニズムを使用して Web ベース認証が IP ホストを検出しま

す。

• ARP ベース トリガー：ARP リダイレクト ACL により、Web ベース認証は固定 IP アドレスまた

は動的に取得された IP アドレスを持つホストを検出できます。

• ダイナミック ARP インスペクション（DAI）

• Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）スヌーピング：スイッチがホストの DHCP バイン

ディング エントリを作成するときに Web ベース認証が通知されます。

セッションの作成

Web ベース認証により、新しいホストが検出されると、次のようにセッションが作成されます。

• 認証バイパスをチェックします。

ホスト IP が例外リストにない場合、Web ベース認証は Nonresponsive Host（NRH; 非応答ホスト）

要求をサーバに送信します。

サーバの応答が Access Accepted であった場合、認証はこのホストにバイパスされます。セッショ

ンが確立されます。

• HTTP インターセプト ACL を設定します。

NRH 要求に対するサーバ応答が Access Rejected である場合、HTTP 代行受信 ACL がアクティブ

になり、セッションはホストからの HTTP トラフィックを待機します。

認証プロセス

Web ベース認証をイネーブルにすると、次のイベントが発生します。

• ユーザが HTTP セッションを開始します。

• HTTP トラフィックが代行受信され、認証が開始されます。スイッチは、ユーザにログイン ペー

ジを送信します。ユーザがログイン ページにユーザ名とパスワードを入力すると、スイッチは認

証サーバにそのエントリを送信します。

• クライアント ID が有効で、認証に成功した場合、スイッチは認証サーバからユーザのアクセス ポ
リシーをダウンロードしてアクティブにします。ログインの成功ページがユーザに送信されます

• 認証に失敗した場合は、スイッチはログインの失敗ページを送信します。ユーザはログインを再試

行します。 大試行回数を超えると、スイッチはログイン失効ページを送信し、ホストはウォッチ 
リストに配置されます。ウォッチ リストのタイム アウト後、ユーザは認証プロセスを再試行する

ことができます。

• 認証サーバがスイッチに応答しない場合、AAA 失敗ポリシーが設定されていれば、スイッチは失

敗アクセス ポリシーにホストを適用します。ログインの成功ページがユーザに送信されます。「認

証プロキシ Web ページのカスタマイゼーション」（P.46-4）を参照してください。

• ホストがレイヤ 2 インターフェイスの ARP プローブに応答しない場合やホストがレイヤ 3 イン

ターフェイスでアイドル タイムアウト中にトラフィックを送信しない場合、スイッチはクライア

ントを再認証します。
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• この機能は、ダウンロードされたタイムアウト、またはローカルに設定されたセッション タイム

アウトを適用します。

• Termination-Action が RADIUS である場合、この機能は、サーバに NRH 要求を送信します。

Termination-Action は、サーバからの応答に含まれます。

• 終了処理がデフォルトの場合、セッションが停止されて適用されたポリシーが削除されます。

認証プロキシ Web ページのカスタマイゼーション

Web ベース認証プロセス中、スイッチの内部 HTTP サーバは認証クライアントに提供するために 4 つ
の HTML ページをホストします。この 4 つのページでは、サーバは認証プロセスの次の 4 つのステー

トを通知します。

• ログイン：資格情報が要求されています。

• 成功：ログインに成功しました。

• 失敗：ログインに失敗しました。

• 期限切れ：ログインの失敗回数が多すぎて、ログイン セッションが期限切れになりました。

（注） カスタマイズされた Web ベースの認証ページがスイッチのシステム ディレクトリ（フラッシュ）内に

ある同じ名前の新しいページ（ファイル）に置き換えられると、新しいページは見られません。古い

ページが表示されます。リリース 15.0(2)SG 以降では、ip admission proxy http refresh-all コマンド

を入力するまで新しいページが表示されません。

Cisco IOS Release 12.2(50)SG では、4 枚のデフォルト内部 HTML ページの代わりにカスタム HTML 
ページを使用したり、認証成功後にリダイレクトされる URL を指定して内部成功ページを効率的に置

き換えたりすることができます。

その他の機能と Web ベース認証の相互作用

ここでは、Web ベース認証と他の機能との相互作用について説明します。

• 「ポート セキュリティ」（P.46-4）

• 「LAN ポート IP」（P.46-5）

• 「ゲートウェイ IP」（P.46-5）

• 「ACL」（P.46-5）

• 「コンテキストベース アクセス コントロール」（P.46-5）

• 「802.1X 認証」（P.46-5）

• 「EtherChannel」（P.46-6）

• 「スイッチオーバーします」（P.46-6）

ポート セキュリティ

Web ベース認証とポート セキュリティは、同じポートに設定できます。（switchport port-security イ
ンターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用してポートにポート セキュリティを設定しま

す）。ポートでポート セキュリティと Web 認証をイネーブルにすると、Web ベース認証がポートを認



46-5
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-25340-01-J

第 46 章      Web ベース認証の設定

Web ベース認証について

証し、ポート セキュリティがクライアントの MAC アドレスを含むすべての MAC アドレスのネット

ワーク アクセスを管理します。この場合、このポートを使用してネットワークへアクセスできるクラ

イアントの数とグループを制限できます。

ポート セキュリティのイネーブル化の詳細については、第 47 章「ポート セキュリティの設定」を参照

してください。

LAN ポート IP

LAN Port IP（LPIP; LAN ポート IP）とレイヤ 2 Web ベース認証は、同じポートに設定できます。

初にホストが Web ベース認証を使用して認証されて、次に LPIP ポスチャ検証が実行されます。LPIP 
ホスト ポリシーは、Web ベース認証のホスト ポリシーに優先されます。

Web ベース認証のアイドル時間が満了すると、NAC ポリシーは削除されます。ホストが認証され、ポ

スチャが再検証されます。

ゲートウェイ IP

Web ベース認証が VLAN のスイッチ ポートに設定されている場合、レイヤ 3 VLAN インターフェイ

ス上にゲートウェイ IP を設定できません。

Web ベース認証はゲートウェイ IP と同じレイヤ 3 インターフェイスに設定できます。ソフトウェア

で、両方の機能のホスト ポリシーが適用されます。GWIP ホスト ポリシーは、Web ベース認証のホス

ト ポリシーに優先されます。

ACL

VLAN ACL または Cisco IOS ACL をインターフェイス上に設定する場合、ACL がホスト トラフィッ

クに適用されるのは Web ベース認証ホスト ポリシーが適用されたあとだけです。

レイヤ 2 Web ベース認証では、ポートに接続されたホストからの入力トラフィックについて、Port 
ACL（PACL; ポート ACL）をデフォルトのアクセス ポリシーとして設定する必要があります。認証

後、Web ベース認証のホスト ポリシーは、PACL に優先されます。

MAC ACL と Web ベース認証を同じインターフェイスに設定することはできません。

アクセス VLAN が VACL キャプチャ用に設定されているポートには Web ベース認証は設定できませ

ん。

コンテキストベース アクセス コントロール

Context-based Access Control（CBAC; コンテキストベース アクセス コントロール）がポートの 
VLAN のレイヤ 3 VLAN インターフェイスに設定されている場合は、Web ベース認証をレイヤ 2 ポー

トに設定できません。

802.1X 認証

802.1x 認証と同じポート上に Web ベース認証を設定できません。ただし、代替認証方式として設定す

ることは可能です。
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EtherChannel

Web ベース認証は、レイヤ 2 EtherChannel インターフェイス上に設定できます。Web ベース認証設定

は、すべてのメンバ チャネルに適用されます。

スイッチオーバーします

Route Processor Redundancy（RPR）モードの冗長スーパーバイザ エンジンを搭載した Catalyst 4500 
シリーズ スイッチでは、スイッチオーバー中は現在認証されているホストに関する情報が保持されま

す。そのため、再認証の必要はありません。

Web ベース認証の設定
ここでは、Web ベース認証を設定する手順について説明します。

• 「デフォルトの Web ベース認証の設定」（P.46-6） 

• 「Web ベース認証の設定に関する注意事項と制約事項」（P.46-7）

• 「Web ベース認証の設定タスク リスト」（P.46-7）

• 「認証ルールとインターフェイスの設定」（P.46-8）

• 「AAA 認証の設定」（P.46-9）

• 「スイッチおよび RADIUS サーバ間の通信の設定」（P.46-10） 

• 「HTTP サーバの設定」（P.46-11）

• 「Web ベース認証パラメータの設定」（P.46-14）

• 「Web ベース認証キャッシュ エントリの削除」（P.46-14）

デフォルトの Web ベース認証の設定

表 46-1 は、デフォルトの Web ベース認証の設定を示しています。

表 46-1 デフォルトの Web ベース認証の設定

機能 デフォルト設定

AAA ディセーブル

RADIUS サーバ

• IP アドレス

• UDP 認証ポート

• キー

• 指定なし

• 1812

• 指定なし

無活動タイムアウトのデフォルト値 3600 秒

無活動タイムアウト イネーブル
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Web ベース認証の設定に関する注意事項と制約事項

Web ベース認証を設定する場合、次の注意事項および制約事項を考慮してください。

• Web 認証には、Cisco Attribute-Value（AV）ペア属性が 2 つ必要です。

1 つめの属性 priv-lvl=15 は常に 15 に設定する必要があります。これにより、スイッチにログイン

するユーザの権限レベルが設定されます。

2 つめの属性は、Web 認証されるホストに適用されるアクセス リストです。構文は、802.1x ユー

ザ単位アクセス コントロール リスト（ACL）に似ています。ただし、この属性は ip:inacl ではな

く proxyacl で始まり、各エントリの source フィールドは any でなければなりません   （認証後に、

ACL が適用されると any フィールドはクライアント IP アドレスに置き換えられます）。

次に例を示します。

proxyacl# 10=permit ip any 10.0.0.0 255.0.0.0
proxyacl# 20=permit ip any 11.1.0.0 255.255.0.0
proxyacl# 30=permit udp any any eq syslog
proxyacl# 40=permit udp any any eq tftp

（注） proxyacl エントリによって、許可されたネットワーク アクセスのタイプが決まります。

• Web ベース認証は入力だけの機能です。

• Web ベース認証は、アクセス ポートだけで設定できます。Web ベース認証は、トランク ポート、

EtherChannel メンバ ポート、またはダイナミック トランク ポートではサポートされていません。

• Web ベース認証を設定する前に、インターフェイスでデフォルトの ACL を設定する必要がありま

す。レイヤ 2 インターフェイスのポート ACL を設定するか、レイヤ 3 インターフェイスの Cisco 
IOS ACL を設定します。

• レイヤ 2 インターフェイス上では、スタティック ARP キャッシュ割り当てのあるホストを認証で

きません。これらのホストは ARP メッセージを送信しないため、Web ベース認証機能で検出され

ません。

• デフォルトでは、スイッチの IP デバイス トラッキング機能はディセーブルに設定されています。

Web ベース認証を使用するには、IP デバイスのトラッキング機能をイネーブルにする必要があり

ます。

• スイッチ上で HTTP サーバを実行するために、IP アドレスを少なくとも 1 つ設定する必要があり

ます。また、各ホスト IP アドレスに到達するようにルートを設定する必要もあります。HTTP 
サーバは、ホストに HTTP ログイン ページを送信します。

• STP トポロジの変更によってホスト トラフィックが別のポートに着信する場合、2 ホップ以上離れ

たホストではトラフィックの中断が発生することがあります。これは、レイヤ 2（STP）トポロジ

の変更後に ARP および DHCP アップデートが送信されないことがあるためです。

• Web ベース認証は、ダウンロード可能ホスト ポリシーとして VLAN 割り当てをサポートしませ

ん。

• Cisco IOS Release 12.2(50)SG では、RADIUS サーバからの Downloadable ACL（DACL）がサ

ポートされます。

• IPv6 トラフィックについては、Web ベース認証はサポートされていません。

Web ベース認証の設定タスク リスト

Web ベース認証機能を設定するには、次の作業を行います。
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• 「認証ルールとインターフェイスの設定」（P.46-8）

• 「AAA 認証の設定」（P.46-9）

• 「スイッチおよび RADIUS サーバ間の通信の設定」（P.46-10）

• 「HTTP サーバの設定」（P.46-11）

• 「Web ベース認証パラメータの設定」（P.46-14）

• 「Web ベース認証キャッシュ エントリの削除」（P.46-14）

認証ルールとインターフェイスの設定

Web ベース認証を設定するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch(config)# ip admission name name proxy http Web ベース許可の認証ルールを設定します。

Switch(config)# no ip admission name name 認証ルールを削除します。

ステップ 2 Switch(config)# interface type slot/port インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始

し、Web ベース認証をイネーブルにする入力レイヤ 2 ま
たはレイヤ 3 インターフェイスを指定します。

type は fastethernet、gigabit ethernet、または 
tengigabitethernet です。

ステップ 3 Switch(config-if)# ip access-group name デフォルト ACL を適用します。

ステップ 4 Switch(config-if)# ip admission name 指定されたインターフェイスに Web ベース認証を設定し

ます。

ステップ 5 Switch(config-if)# exit コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 6 Switch(config)# ip device tracking IP デバイス トラッキング テーブルをイネーブルにしま

す。

ステップ 7 Switch(config)# ip device tracking [probe {count 
count | interval interval}]

（任意）IP デバイス トラッキング テーブルで、これらの

パラメータを設定します。

• count：スイッチが ARP プローブを送信する回数で

す。指定できる範囲は 1 ～ 5 です。デフォルトは 3 
です。

• interval：スイッチが ARP プローブを再送する前

に、応答を待機する秒数です。指定できる範囲は 30 
～ 300 秒です。デフォルトは 30 秒です。

ステップ 8 Switch(config)# ip device tracking [probe {delay 
interval}]

（任意）IP デバイス トラッキング テーブルに対してオプ

ションのプローブ遅延パラメータを設定します。

• interval：スイッチが ARP プローブの送信を遅延す

る秒数。追跡対象デバイスによるリンク アップおよ

び ARP プローブの生成により起動されます。指定

できる範囲は 1 ～ 120 秒です。デフォルトは 0 秒で

す。

ステップ 9 Switch(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 10 Switch# show ip admission configuration 設定を表示します。
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次に、Fast Ethernet ポート 5/1 で Web ベース認証をイネーブルにする例を示します。

Switch(config)# ip admission name webauth1 proxy http
Switch(config)# interface fastethernet 5/1
Switch(config-if)# ip admission webauth1
Switch(config-if)# exit
Switch(config)# ip device tracking

次に、設定を確認する例を示します。

Switch# show ip admission configuration
Authentication Proxy Banner not configured
Authentication global cache time is 60 minutes
Authentication global absolute time is 0 minutes
Authentication global init state time is 2 minutes
Authentication Proxy Watch-list is disabled

Authentication Proxy Rule Configuration
 Auth-proxy name webauth1
    http list not specified inactivity-time 60 minutes

Authentication Proxy Auditing is disabled
Max Login attempts per user is 5

AAA 認証の設定

Web ベース認証をイネーブルにするには、次の作業を行います。

次の例では、AAA をイネーブルにする方法を示します。

Switch(config)# aaa new-model
Switch(config)# aaa authentication login default group tacacs+
Switch(config)# aaa authorization auth-proxy default group tacacs+

コマンド 目的

ステップ 1 Switch(config)# aaa new-model AAA 機能をイネーブルにします。

Switch(config)# no aaa new-model AAA 機能をディセーブルにします。

ステップ 2 Switch(config)# aaa authentication login default 
group {tacacs+ | radius}

ログイン時の認証方法のリストを定義します。

ステップ 3 Switch(config)# aaa authorization auth-proxy 
default group {tacacs+ | radius}

Web ベース許可の許可方式リストを作成します。

Switch(config)# no aaa authorization auth-proxy 
default group {tacacs+ | radius}

設定されている方式リストを消去します。

ステップ 4 Switch(config)# tacacs-server host {hostname | 
ip_address} 

AAA サーバを指定します。RADIUS サーバの場合は、

「スイッチおよび RADIUS サーバ間の通信の設定」

（P.46-10）を参照してください。

ステップ 5 Switch(config)# tacacs-server key {key-data} スイッチと Terminal Access Controller Access Control 
System（TACACS）サーバとの間で使用される許可お

よび暗号キーを設定します。
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スイッチおよび RADIUS サーバ間の通信の設定 
RADIUS セキュリティ サーバは、次のいずれかによって識別されます。

• ホスト名

• ホスト IP アドレス

• ホスト名および特定の UDP ポート番号

• IP アドレスおよび特定の UDP ポート番号 

IP アドレスと UDP ポート番号の組み合わせによって、一意の ID が作成され、サーバの同一 IP アドレ

ス上にある複数の UDP ポートに RADIUS 要求を送信できるようになります。同じ RADIUS サーバ上

の異なる 2 つのホスト エントリに同じサービス（たとえば認証）を設定した場合、2 番めに設定された

ホスト エントリは、 初に設定されたホスト エントリのフェールオーバー バックアップとして動作し

ます。RADIUS ホスト エントリは、設定した順序に従って選択されます。

RADIUS サーバ パラメータを設定する手順は、次のとおりです。

RADIUS サーバ パラメータを設定する場合、次の手順を実行します。

• 別のコマンドラインには、key string を指定します。

• key string には、スイッチと RADIUS サーバ上で動作する RADIUS デーモンとの間で使用する認

証キーおよび暗号化キーを指定します。key は文字列であり、RADIUS サーバで使用されている暗

号化キーと一致する必要があります。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch(config)# ip radius source-interface 
interface_name 

RADIUS パケットが、指定されたインターフェイスの 
IP アドレスを含むように指定します。

Switch(config)# no ip radius source-interface RADIUS パケットに、以前に指定されたインターフェイ

スの IP アドレスが含まれないようにします。

ステップ 2 Switch(config)# radius-server host {hostname | 
ip-address} test username username

リモート RADIUS サーバのホスト名または IP アドレス

を指定します。

test username username は、RADIUS サーバ接続の自

動テストをイネーブルにするオプションです。指定され

た username は有効なユーザ名である必要はありません。

key オプションは、スイッチと RADIUS サーバとの間で

使用する認証および暗号キーを指定します。

複数の RADIUS サーバを使用する場合は、このコマン

ドを再入力します。

Switch(config)# no radius-server host {hostname | 
ip-address}

指定した RADIUS サーバを削除します。

ステップ 3 Switch(config)# radius-server key string スイッチと、RADIUS サーバ上で動作する RADIUS 
デーモンとの間で使用する、認証キーおよび暗号キーを

設定します。

ステップ 4 Switch(config)# radius-server vsa send 
authentication

RADIUS サーバからの ACL のダウンロードをイネーブ

ルにします。この機能は、Cisco IOS Release 
12.2(50)SG でサポートされています。

ステップ 5 Switch(config)# radius-server dead-criteria tries 
num-tries

サーバが非アクティブと判断されるまでの RADIUS 
サーバへの応答がない送信の回数を指定します。指定で

きる num-tries の範囲は 1 ～ 100 です。
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• key string を指定する場合、キーの中間、および末尾にスペースを使用します。キーにスペースを

使用する場合は、引用符がキーの一部分である場合を除き、引用符でキーを囲まないでください。

このキーは RADIUS デーモンで使用する暗号と一致する必要があります。

• radius-server host グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、すべての RADIUS 
サーバに対してタイムアウト、再送信、および暗号キーの値をグローバルに設定できます。これら

のオプションをサーバ単位で設定するには、radius-server timeout、radius-server retransmit、
および radius-server key グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。詳細につい

ては、 
『Cisco IOS Security Configuration Guide, Release 12.2』と 
『Cisco IOS Security Command Reference, Release 12.2』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_3/security/command/reference/secur_r.html

（注） RADIUS サーバ上で、スイッチの IP アドレス、サーバとスイッチで共有されるキー文字列、

Downloadable ACL（DACL）を含む、いくつかの設定を行う必要があります （Cisco IOS Release 
12.2(50)SG は DACL をサポートします）。詳細については、RADIUS サーバのマニュアルを参照して

ください。

次の例では、スイッチで RADIUS サーバ パラメータを設定する方法を示します。

Switch(config)# ip radius source-interface Vlan80
Switch(config)# radius-server host 172.l20.39.46 test username user1
Switch(config)# radius-server key rad123
Switch(config)# radius-server dead-criteria tries 2

HTTP サーバの設定

Web ベース認証を使用するには、スイッチで HTTP サーバをイネーブルにする必要があります。この

サーバは HTTP または HTTPS のいずれかについてイネーブルにできます。

サーバをイネーブルにするには、次のいずれかの作業を行います。

Cisco IOS Release 12.2(50)SG 以降では、任意でカスタム認証プロキシ Web ページを設定したり、ロ

グイン成功時のリダイレクション URL を指定したりできます。詳細については、以下を参照してくだ

さい。

• 「認証プロキシ Web ページのカスタマイズ」（P.46-12）

• 「成功ログインに対するリダイレクション URL の指定」（P.46-13）

コマンド 目的

Switch(config)# ip http server HTTP サーバをイネーブルにします。Web ベース認証機

能は、HTTP サーバを使用してホストと通信し、ユーザ

認証を行います。

Switch(config)# ip http secure-server HTTPS をイネーブルにします。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_3/security/command/reference/secur_r.html
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認証プロキシ Web ページのカスタマイズ 

Cisco IOS Release 12.2(50)SG を使用すれば、Web ベース認証中にスイッチの内部デフォルト HTML 
ページの代わりに、ユーザに 4 枚の代替 HTML ページを表示するオプションがあります。

カスタム認証プロキシ Web ページを使用するように指定するには、カスタム HTML ファイルをスイッ

チの内部ディスクまたはフラッシュ メモリに保存してから、グローバル コンフィギュレーション モー

ドで次の作業を行います。

カスタマイズした認証プロキシ Web ページを設定する場合、次の注意事項に従ってください。

• カスタム Web ページ機能をイネーブルにするには、カスタム HTML ファイルを 4 個すべて指定し

ます。指定したファイルの数が 4 個未満の場合、内部デフォルト HTML ページが使用されます。

• この 4 つのカスタム HTML ファイルは スイッチのディスクまたはフラッシュに存在している必要

があります。各 HTML ファイルの 大サイズは 8 KB です。

• カスタム ページ上のイメージは、アクセス可能な HTTP サーバ上になければなりません。HTTP 
サーバにアクセスできるように、アドミッション ルール内に代行受信 ACL を設定する必要があり

ます。

• カスタム ページからの外部リンクはすべて、管理ルール内でのインターセプト ACL の設定を必要

とします。

• 外部リンクまたはイメージに必要な名前解決には、有効な DNS サーバにアクセスするためにアド

ミッション ルール内に代行受信 ACL を設定する必要があります。

• カスタム Web ページ機能がイネーブルに設定されている場合、設定された auth-proxy-banner は使

用されません。

• カスタム Web ページ機能がイネーブルに設定されている場合、ログインの成功に対するリダイレ

クション URL は使用できません。

• カスタム ファイルの指定を解除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

カスタム ログイン ページはパブリック Web 形式であるため、このページについて次の注意事項に留意

してください。

• ログイン形式では、ユーザ名およびパスワードのユーザ入力を受け入れて、そのデータを uname 
および pwd として POST する必要があります。

• カスタム ログイン ページは、ページ タイムアウト、暗号化されたパスワード、冗長送信の防止な

ど、Web フォームに対するベスト プラクティスに従う必要があります。

次に、カスタム認証プロキシ Web ページを設定する例を示します。

Switch(config)# ip admission proxy http login page file disk1:login.htm

コマンド 目的

ステップ 1 Switch(config)# ip admission proxy http login 
page file device:login-filename

スイッチのメモリ ファイル システム内で、デフォルト

のログイン ページの代わりに使用するカスタム HTML 
ファイルの場所を指定します。device: は disk0: など、

ディスクまたはフラッシュ メモリです。

ステップ 2 Switch(config)# ip admission proxy http success 
page file device:success-filename

デフォルトのログイン成功ページの代わりに使用するカ

スタム HTML ファイルの場所を指定します。

ステップ 3 Switch(config)# ip admission proxy http failure 
page file device:fail-filename

デフォルトのログイン失敗ページの代わりに使用するカ

スタム HTML ファイルの場所を指定します。

ステップ 4 Switch(config)# ip admission proxy http login 
expired page file device:expired-filename

デフォルトのログイン失効ページの代わりに使用するカ

スタム HTML ファイルの場所を指定します。
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Switch(config)# ip admission proxy http success page file disk1:success.htm
Switch(config)# ip admission proxy http fail page file disk1:fail.htm
Switch(config)# ip admission proxy http login expired page file disk1:expired.htm

次に、カスタム認証プロキシ Web ページの設定を確認する例を示します。

Switch# show ip admission configuration

Authentication proxy webpage
 Login page           : disk1:login.htm
 Success page         : disk1:success.htm
 Fail Page            : disk1:fail.htm
 Login expired Page   : disk1:expired.htm

Authentication global cache time is 60 minutes
Authentication global absolute time is 0 minutes
Authentication global init state time is 2 minutes
Authentication Proxy Session ratelimit is 100
Authentication Proxy Watch-list is disabled
Authentication Proxy Auditing is disabled
Max Login attempts per user is 5

成功ログインに対するリダイレクション URL の指定

Cisco IOS Release 12.2(50)SG では、ユーザが認証に成功したあとにリダイレクトされる URL を指定

するオプションがあり、内部成功 HTML ページを効率的に置き換えることができます。

ログイン成功時のリダイレクション URL を指定するには、次の作業を行います。

ログイン成功時のリダイレクション URL を設定する場合、次の注意事項に従ってください。

• カスタム認証プロキシ Web ページ機能がイネーブルに設定されている場合、リダイレクション 
URL 機能はディセーブルにされ、CLI では使用できません。リダイレクションはカスタム ログイ

ン成功ページ内で実行できます。

• リダイレクション URL 機能がイネーブルに設定されている場合、設定された auth-proxy-banner 
は使用されません。

• リダイレクション URL の指定を解除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

次に、ログイン成功時のリダイレクション URL を設定する例を示します。

Switch(config)# ip admission proxy http success redirect www.cisco.com

次に、ログイン成功時のリダイレクション URL を確認する例を示します。

Switch# show ip admission configuration

Authentication Proxy Banner not configured
Customizable Authentication Proxy webpage not configured
HTTP Authentication success redirect to URL: http://www.cisco.com
Authentication global cache time is 60 minutes
Authentication global absolute time is 0 minutes
Authentication global init state time is 2 minutes
Authentication Proxy Watch-list is disabled
Authentication Proxy Max HTTP process is 7

コマンド 目的

Switch(config)# ip admission proxy http success 
redirect url-string

デフォルトのログイン成功ページの代わりにユーザをリ

ダイレクトする URL を指定します。
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Authentication Proxy Auditing is disabled
Max Login attempts per user is 5

Web ベース認証パラメータの設定

クライアントが待機期間の間ウォッチ リストに配置されるまでに可能な失敗ログイン試行の 大回数

を設定できます。

Web ベース認証パラメータを設定するには、次の作業を行います。

次の例では、失敗ログイン試行の 大回数を 10 に設定する方法を示します。

Switch(config)# ip admission max-login-attempts 10

Web ベース認証キャッシュ エントリの削除

既存のセッション エントリを削除するには、次のいずれかの作業を行います。

次に、IP アドレスが 209.165.201.1 のクライアントの Web ベース認証セッションを削除する例を示し

ます。

Switch# clear ip auth-proxy cache 209.165.201.1

コマンド 目的

ステップ 1 Switch(config)# ip admission max-login-attempts 
number

失敗ログイン試行の 大回数を設定します。デフォルト

は 5 です。

（注） この値の一般的なカスタム設定は、50 を超える

ことはありません。

ステップ 2 Switch(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 3 Switch# show ip admission configuration 認証プロキシの設定を表示します。

ステップ 4 Switch# show ip admission cache 認証エントリのリストを表示します。

コマンド 目的

Switch# clear ip auth-proxy cache {* | host ip 
address}

認証プロキシ エントリを削除します。キャッシュ エン

トリすべてを削除するには、アスタリスクを使用しま

す。シングル ホストのエントリを削除するには、具体的

な IP アドレスを入力します。

Switch# clear ip admission cache {* | host ip 
address}

認証プロキシ エントリを削除します。キャッシュ エン

トリすべてを削除するには、アスタリスクを使用しま

す。シングル ホストのエントリを削除するには、具体的

な IP アドレスを入力します。
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Web ベース認証ステータスの表示
すべてのインターフェイスまたは特定のポートの Web ベース認証設定を表示するには、次の作業を行

います。

次に、グローバルな Web ベース認証のステータスだけを表示する例を示します。

Switch# show authentication sessions

次に、インターフェイス Gi 3/27 の Web ベース認証設定を表示する例を示します。

Switch# show authentication sessions interface gigabitethernet 3/27

コマンド 目的

Switch# show authentication sessions 
[interface type slot/port] 

Web ベース認証設定を表示します。

type には、fastethernet、gigabitethernet、または 
tengigabitethernet を指定できます。

（任意）特定のインターフェイスに対する Web ベース認

証設定を表示するには、キーワード interface を使用し

ます。
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ポート セキュリティの設定

この章では、Catalyst 4500 シリーズ スイッチ上で、ポート セキュリティを設定する方法について説明

します。Catalyst 4500 シリーズ スイッチのポート セキュリティの概要と、アクセス、音声、トラン

ク、プライベート VLAN（PVLAN）など各種ポートの設定について説明します。

この章で説明する内容は、次のとおりです。

• 「ポート セキュリティ コマンド」（P.47-2）

• 「ポート セキュリティの概要」（P.47-3）

• 「アクセス ポート上のポート セキュリティの設定」（P.47-7）

• 「PVLAN ポート上のポート セキュリティの設定」（P.47-14）

• 「トランク ポート上のポート セキュリティの設定」（P.47-17）

• 「音声ポート上のポート セキュリティの設定」（P.47-22）

• 「ポート セキュリティ設定の表示」（P.47-28）

• 「他の機能 /環境でのポート セキュリティの設定」（P.47-31）

• 「ポート セキュリティ設定の注意事項および制約事項」（P.47-33）

（注） この章で使用するスイッチ コマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL で『Cisco 
Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』と関連資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products//hw/switches/ps4324/index.html

『Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』に掲載されていないコマンドについては、より詳

細な Cisco IOS ライブラリを参照してください。次の URL でCisco IOS コマンド リファレンスと関連

資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html
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ポート セキュリティ コマンド
この表には、主にポート セキュリティでよく使用されるコマンドを示します。

コマンド 目的 ナビゲーション

errdisable recovery cause 
psecure-violation

セキュア ポートの errdisable ステー

トを解除します。

「違反処理」（P.47-6）

errdisable recovery interval 指定した errdisable 理由から回復す

る時間をカスタマイズします。

「違反処理」（P.47-6）

port-security mac-address それぞれの VLAN にセキュアなすべ

ての MAC アドレスを設定します。

「セキュア MAC アドレス」（P.47-4）

port-security maximum インターフェイスに MAC アドレス

の 大数を設定します。

「アクセス ポート上のポート セキュ

リティの設定」（P.47-7）

private-vlan association add セカンダリ VLAN とプライマリ 
VLAN のアソシエーションを作成し

ます。

「独立 PVLAN ホスト ポートでの

ポート セキュリティの例」

（P.47-16）

private-vlan isolated VLAN を PVLAN として指定しま

す。

「独立プライベート VLAN ホスト 
ポートでのポート セキュリティの設

定」（P.47-14）

private-vlan primary VLAN をプライマリ PVLAN として

指定します。

「独立プライベート VLAN ホスト 
ポートでのポート セキュリティの設

定」（P.47-14）

switchport mode private-vlan host 有効な PVLAN トランクのアソシ

エーションを持つポートが、アク

ティブ ホストの PVLAN トランク 
ポートになるように指定します。

「独立プライベート VLAN ホスト 
ポートでのポート セキュリティの設

定」（P.47-14）

switchport private-vlan 
host-association

独立ホスト ポート上でホスト アソシ

エーションを定義します。

「独立プライベート VLAN ホスト 
ポートでのポート セキュリティの設

定」（P.47-14）

switchport private-vlan mapping 無差別ポートに対して PVLAN を定

義します。

「独立プライベート VLAN ホスト 
ポートでのポート セキュリティの設

定」（P.47-14）

switchport port-security ポート セキュリティをイネーブルに

します。

「アクセス ポート上のポート セキュ

リティの設定」（P.47-7）

switchport port-security aging static MAC アドレスのスタティック エー

ジングを設定します。

「セキュア MAC アドレスのエージン

グ」（P.47-5）

switchport port-security aging time ポートに対してエージング タイムを

指定します。

「例 3：エージング タイマーの設定」

（P.47-11）

switchport port-security limit rate 
invalid-source-mac

不良パケットに対してレート制限を

設定します。

「例 7：不良パケットに対するレート

制限の設定」（P.47-13）

switchport port-security mac-address インターフェイスに対してセキュア 
MAC アドレスを設定します。

「例 5：セキュア MAC アドレスの設

定」（P.47-12）

switchport port-security mac-address 
mac_address sticky

インターフェイスに対してスティッ

キ MAC アドレスを指定します。

「アクセス ポート上のポート セキュ

リティの設定」（P.47-7）

switchport port-security mac-address 
sticky

スティッキ ポート セキュリティをイ

ネーブルにします。

「ポートのスティッキ アドレス」

（P.47-5）
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ポート セキュリティの概要

ポート セキュリティの概要
ポート セキュリティを使用すると、ポート上で MAC アドレス（セキュア MAC アドレス）の数を制限

し、未認証 MAC アドレスによるアクセスを防ぐことができます。また、指定したポートにセキュア 
MAC アドレスの 大数を設定することもできます（トランク ポートの VLAN に対しても任意で設定

できます）。セキュア ポートが 大数を超えるとセキュリティ違反がトリガーされ、そのポートに設定

された違反処理モードに基づいて違反アクションが実行されます。

そのポートの 大セキュア MAC アドレス数を 1 に設定すると、そのセキュア ポートに接続された装

置だけがそのポートにアクセスできるようになります。

ポート上でセキュア MAC アドレスがセキュアな場合、その MAC アドレスはその VLAN 以外のポー

トでは受信されません。他の VLAN のポートに送信すると、パケットは通知されないままハードウェ

アでドロップされます。インターフェイスまたはポート カウンタを使用する場合は別として、ドロッ

プされたことを知らせるログ メッセージが表示されることはありません。これにより違反がトリガー

されることに注意する必要があります。このようなパケットはハードウェアでドロップする方が効率的

であり、CPU に余分な負荷がかかることはありません。

ポート セキュリティには次のような特性があります。

• セキュア MAC アドレスをエージング アウトできます。サポートされているエージングは、非アク

ティブと絶対の 2 種類です。

• スティッキ機能をサポートします。この機能により、ポート上のセキュア MAC アドレスがスイッ

チのリブートとリンク フラップを通じて保持されます。

• アクセス、音声、トランク、EtherChannel、プライベート VLAN ポートなど、さまざまな種類の

ポート上で設定できます。

ここでは、次の内容について説明します。

• 「セキュア MAC アドレス」（P.47-4）

• 「セキュア MAC アドレスの 大数」（P.47-4）

• 「セキュア MAC アドレスのエージング」（P.47-5）

• 「ポートのスティッキ アドレス」（P.47-5）

• 「違反処理」（P.47-6）

no switchport port-security 
mac-address sticky

スティッキ セキュア MAC アドレス

をダイナミック MAC セキュア アド

レスに変換します。

「アクセス ポート上のポート セキュ

リティの設定」（P.47-7）

switchport port-security maximum インターフェイスに対して 大セ

キュア MAC アドレス数を設定しま

す。

「例 1： 大セキュア アドレス数の設

定」（P.47-11）

switchport port-security violation 違反モードを設定します。 「例 2：違反モードの設定」

（P.47-11）

no switchport port-security violation 違反モードを設定します。 「アクセス ポート上のポート セキュ

リティの設定」（P.47-7）

switchport trunk encapsulation dot1q カプセル化モードを dot1q に設定し

ます。

「例 1：すべての VLAN での 大セ

キュア MAC アドレス制限の設定」

（P.47-19）

コマンド 目的 ナビゲーション
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ポート セキュリティの概要

セキュア MAC アドレス

ポート セキュリティは、次のタイプのセキュア MAC アドレスをサポートします。

• ダイナミックまたは学習済み：セキュア ポートのホストからパケットを受信すると、ダイナミッ

ク セキュア MAC アドレスが学習されます。このタイプは、ユーザの MAC アドレスが固定されて

いない場合（たとえばラップトップ コンピュータの場合）に使用できます。

• スタティックまたは設定済み：ユーザは、CLI または SNMP を通じてスタティック セキュア 
MAC アドレスを設定します。このタイプは、MAC アドレスが固定されている場合（たとえば PC 
の場合）に使用します。

• スティッキ：スティッキ アドレスはダイナミック セキュア MAC アドレスなどのように学習され

ますが、スタティック セキュア MAC アドレスなどのように、スイッチのリブートおよびリンク 
フラップを通じて維持されます。このタイプは、固定 MAC アドレスが多数あって手動で MAC ア
ドレスを設定しない場合（たとえば 100 台の PC がそれぞれのポートでセキュアになっている場

合）に使用します。

ポートのセキュア MAC アドレスが 大数を超過しているときにスタティック セキュア MAC アドレス

を設定しようとすると、設定が拒否されエラー メッセージが表示されます。ポートのセキュア MAC 
アドレスが 大数を超過しているときにダイナミック セキュア MAC アドレスが新しく追加されると、

違反処理がトリガーされます。

ダイナミック セキュア MAC アドレスをクリアするには、clear port-security コマンドを使用します。

スティッキ セキュア MAC アドレスとスタティック セキュア MAC アドレスを同時にクリアするには、

switchport port-security mac-address コマンドの no 形式を使用します。

セキュア MAC アドレスの 大数

セキュア ポートの MAC アドレスは、デフォルトで 1 つです。このデフォルト値は、1 ～ 3,000 の任意

の値に変更できます。上限の 3,000 を指定すると、各ポートに MAC アドレスが 1 つ設定され、さらに

システムのポート全体で 3,000 の MAC アドレスが設定されます。

ポートに 大セキュア MAC アドレス数を設定すると、セキュア アドレスを次のいずれかの方法でア

ドレス テーブルに含めることができます。

• セキュア MAC アドレスを設定するには、switchport port-security mac-address mac_address イ
ンターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。

• トランクポートの VLAN 範囲にすべてのセキュア MAC アドレスを設定するには、port-security 
mac-address VLAN 範囲コンフィギュレーション コマンドを使用します。

• 接続されているデバイスの MAC アドレスで、ポートがセキュア MAC アドレスをダイナミックに

設定するようにすることができます。

• いくつかのアドレスを手動で設定し、残りは動的に設定されるようにすることも可能です。

（注） ポートのリンクがダウンした場合、そのポート上のダイナミック セキュア アドレスはすべてセキュア

ではなくなります。

• MAC アドレスをスティッキに設定できます。MAC アドレスは動的に学習されるか、または手動

で設定され、アドレス テーブル内に格納され、実行コンフィギュレーションに追加されます。こ

れらのアドレスをコンフィギュレーション ファイルに保存した後は、スイッチを再起動しても、

インターフェイスはこれらのアドレスを動的に再学習する必要がありません。スティッキ セキュ

ア アドレスを手動で設定することは可能ですが、推奨しません。
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（注） トランク ポートでは、セキュア MAC アドレスの 大数をポートとポート VLAN の両方に設定できま

す。ポートの 大数をポート VLAN の 大数以上にすることはできますが、ポート VLAN の 大数よ

りも少なくすることはできません。ポートの 大数がいずれかのポート VLAN の 大数よりも小さい

場合（たとえば、VLAN 10 の 大数を 3 に設定し、「スイッチ ポートの 大数」を設定しない場合

（デフォルトは 1））、VLAN 10 のダイナミック アドレスが 2 つになるとポートはシャットダウンします

（「ポート セキュリティ設定の注意事項および制約事項」（P.33）を参照）。ポート VLAN の 大数によ

り、指定した VLAN の指定したポートに 大数が設定されます。指定した VLAN で 大数を超過し

ポートの 大数は超過していない場合でも、ポートはシャットダウンします。ポートのいずれか 1 つの 
VLAN が違反した場合でも、ポート全体がシャットダウンします。

セキュア MAC アドレスのエージング

スイッチが 3,000 件より多くの入力アドレスを受信する場合、セキュア MAC アドレスをエージングさ

せることができます。

（注） スティッキ アドレスのエージングはサポートされません。

デフォルトでは、ポートセキュリティはセキュア MAC アドレスをエージング アウトしません。学習

された MAC アドレスは、スイッチが再起動するかリンクがダウンするまでポートに残ります（ス

ティッキ機能がイネーブルでない限り）。ただしポート セキュリティでは、絶対モードまたは非アク

ティビティ モードおよびエージング間隔（1 ～ n、分単位）に基づいてエージングを設定できます。

• 絶対モード：n と n+1 の間のエージング

• 非アクティビティ モード：n+1 と n+2 の間のエージング

この機能を使用すると、既存のセキュア MAC アドレスを手動で削除しなくても、ポートのセキュア 
アドレス数を制限しながら、セキュア ポート上の PC の取り外しを削除および追加ができます。

switchport port-security aging static コマンドを使用してスタティック エージングを明示的に設定し

ない限り、ポートでエージングが設定されていてもスタティック アドレスがエージングすることはあ

りません。

（注） エージングは 1 分ごとに増加します。

ポートのスティッキ アドレス

スティッキ ポート セキュリティをイネーブルにすると、ダイナミック MAC アドレスをスティッキ セ
キュア MAC アドレスに変換し、それらを実行コンフィギュレーションに追加するように、インター

フェイスを設定できます。この作業は、ユーザが他のポートに移動しないことがわかっている場合や各

ポートに MAC アドレスを静的に設定しない場合に行います。

（注） 別のシャーシを使用する場合は、別の MAC アドレスが必要です。

スティッキ ポート セキュリティをイネーブルにするには、switchport port-security mac-address 
sticky コマンドを入力します。このコマンドを入力すると、インターフェイスはスティッキ ラーニン

グがイネーブルになる前に学習したものを含め、すべてのダイナミック セキュア MAC アドレスをス

ティッキ セキュア MAC アドレスに変換します。
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スティッキ セキュア MAC アドレスは、コンフィギュレーション ファイル（スイッチが再起動される

たびに使用されるスタートアップ コンフィギュレーション）に、自動的には反映されません。コン

フィギュレーション ファイルに実行コンフィギュレーション ファイルをユーザが保存した場合は、ス

イッチを再起動するときに、インターフェイスはこれらのアドレスを再学習する必要がありません。こ

の設定は保存しないと失われます。

スティッキ ポート セキュリティをディセーブルにした場合、スティッキ セキュア MAC アドレスはダ

イナミック セキュア アドレスに変換され、実行コンフィギュレーションから削除されます。

大数のセキュア MAC アドレスが設定されると、それらはアドレス テーブルに保存されます。接続

デバイスがポートに唯一アクセスできるようにする場合は、接続デバイスの MAC アドレスを設定し、

大アドレス数を 1 に設定します（デフォルト設定）。

ポートに対する 大数のセキュア MAC アドレスがアドレス テーブルに追加されている場合に、アド

レス テーブルにない MAC アドレスを持つワークステーションがインターフェイスにアクセスしよう

とすると、セキュリティ違反が発生します。

違反処理

ポートのセキュア MAC アドレス数がそのポートで許容されている 大セキュア MAC アドレス数を超

過した場合、セキュリティ違反がトリガーされます。

（注） あるポートでセキュアなホストが別のポートで認識された場合は、セキュア違反はトリガーされませ

ん。Catalyst 4500 シリーズ スイッチはハードウェア上で、そのようなパケットを新しいポートで自動

的にドロップし、CPU に余分な負荷をかけません。

次のいずれかの違反モードをインターフェイスに設定できます。違反に対する応答に基づいています。

• restrict（制限）：ポート セキュリティ違反によりデータが制限され（つまり、ソフトウェアでパ

ケットがドロップされ）、セキュリティ違反カウンタが増加し、SNMP 通知が生成されます。この

モードは、セキュア ポートのサービスやアクセスを中断しないために設定します。

SNMP トラップが生成される頻度は、snmp-server enable traps port-security trap-rate コマンド

で制御できます。デフォルト値（「0」）の場合、SNMP トラップはセキュリティ違反が発生するた

びに生成されます。

• shutdown（シャットダウン）：ポート セキュリティ違反が発生すると、インターフェイスがただち

にシャットダウンします。このモードは非常にセキュアな環境で使用します。セキュアではない 
MAC アドレスがソフトウェアで拒否されることを回避し、サービスが中断しても問題ではない場

合です。

• shutdown vlan（シャットダウン VLAN）：各 VLAN に対するセキュリティ違反モードを設定する

場合に使用します。このモードで違反が発生すると、ポート全体ではなく、問題になっている 
VLAN が errdisable になります。

errdisable recovery cause psecure-violation グローバル コンフィギュレーション コマンドを設定

すると、セキュア ポートが errdisable ステートの場合に実行してこのステートを自動的に解除でき

ます。また、shutdown および no shutdown インターフェイス コンフィギュレーション コマンド

を入力すると、手動で再びイネーブルにできます これがデフォルトのモードです。ポートが 
VLAN 単位で errdisable モードの場合、clear errdisable interface name vlan range コマンドを使

用すると、ポート上の VLAN を再度イネーブルにすることもできます。

また、errdisable recovery interval interval コマンドを入力して、指定したエラー ディセーブル

理由から回復する時間（デフォルトは 300 秒）をカスタマイズすることも可能です。
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アクセス ポート上のポート セキュリティの設定

無効なパケット操作

デバイスが無効なパケットを送信すると思われる場合（トラフィック ジェネレータ、スニッファ、

不良な NIC など）、セキュア ポート上で無効な送信元 MAC アドレス パケットのレート制限を行

えます。

ポート セキュリティ機能は次のパケットを「無効なフレーム」と見なします。

– すべてゼロである送信元または宛先 MAC アドレスを持つパケット

– マルチキャストまたはブロードキャストの送信元 MAC アドレスを持つパケット

– 同じ VLAN 内の別のセキュア インターフェイスでモニタされるセキュア インターフェイスで

学習されたかまたは設定されているアドレスからのパケット

これらのパケットのレート制限を選択できます。レートを超過した場合は、ポートに対する違反処

理をトリガーできます。

アクセス ポート上のポート セキュリティの設定
ここでは、ポート セキュリティを設定する手順について説明します。

• 「アクセス ポート上のポート セキュリティの設定」（P.47-7）

• 「アクセス ポートでのポート セキュリティの例」（P.47-10）

（注） アクセス モードに設定されたレイヤ 2 ポート チャネル インターフェイスのポート セキュリティはイ

ネーブルにできます。EtherChannel のポート セキュリティ設定は、メンバ ポートの設定に依存しませ

ん。

アクセス ポート上のポート セキュリティの設定

ポートで許容されたステーションの MAC アドレスを制限および識別することにより、ポートのトラ

フィックを制限するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch(config)# interface interface_id 
interface port-channel port_channel_number

インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始

し、設定するインターフェイスを指定します。

（注） レイヤ 2 ポート チャネル論理インターフェイス

を指定できます。

ステップ 2 Switch(config-if)# switchport mode access インターフェイス モードを設定します。

（注） デフォルト モード（dynamic auto）のインター

フェイスは、セキュア ポートとして設定できま

せん。

ステップ 3 Switch(config-if)# [no] switchport port-security インターフェイス上でポート セキュリティをイネーブル

にします。

インターフェイスをセキュア ポートでないデフォルトの

状態に戻すには、no switchport port-security コマンド

を使用します。
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ステップ 4 Switch(config-if)# [no] switchport port-security 
maximum value

（任意）インターフェイスの 大セキュア MAC アドレス

数を設定します。指定できる範囲は 1 ～ 3072 です。デ

フォルト値は 1 です。

インターフェイスをデフォルトのセキュア MAC アドレ

ス数に戻すには、no switchport port-security 
maximum value を使用します。

ステップ 5 Switch(config-if)# switchport port-security 
[aging {static | time aging_time | type {absolute 
| inactivity}]

ポート上のすべてのセキュア アドレスに対して、エージ

ング タイムとエージング タイプを設定します。

この機能を使用すると、既存のセキュア MAC アドレス

を手動で削除しなくても、ポートのセキュア アドレス数

を制限しながら、セキュア ポート上の PC の取り外しお

よび追加ができます。

static キーワードは、このポートに静的に設定されたセ

キュア アドレスのエージングをイネーブルにします。

 time aging_time 値は、このポートのエージング タイム

を指定します。 aging_time の有効範囲は 0 ～ 1440 分です。

時間が 0 の場合、このポートのエージングはディセーブル

になります。

type キーワードは、エージング タイプを absolute また

は inactive に設定します。

• absolute：このポートのすべてのセキュア アドレス

は指定した時間（分）が経過したあとに期限切れと

なり、セキュア アドレス リストから削除されます。

• inactive：指定された時間内にセキュア送信元アド

レスからのデータ トラフィックがない場合のみ、こ

のポートのセキュア アドレスが期限切れとなりま

す。

ポート上のすべてのセキュア アドレスに対してポート セ
キュリティ エージングをディセーブルにするには、no 
switchport port-security aging time インターフェイス 
コンフィギュレーション コマンドを使用します。

コマンド 目的
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ステップ 6 Switch(config-if)# [no] switchport port-security 
violation {restrict | shutdown | shutdown vlan} 

（任意）違反モードを設定します。セキュリティ違反が

発生した場合に、次のいずれかのアクションを実行しま

す。

• restrict：ポート セキュリティ違反によりデータが

制限され、セキュリティ違反カウンタが増加して、

SNMP トラップ通知が送信されます。

• shutdown：セキュリティ違反が発生すると、イン

ターフェイスが errdisable になります。

• shutdown vlan：各 VLAN に対するセキュリティ違

反モードを設定する場合に使用します。このモード

では違反が発生した際に、ポート全体ではなく、対

象の VLAN が errdisable になります。

（注） セキュア ポートが errdisable ステートの場合、

errdisable recovery cause psecure-violation グ
ローバル コンフィギュレーション コマンドを入

力してこのステートを解除したり、shutdown お
よび no shutdown インターフェイス コンフィ

ギュレーション コマンドを入力して手動で再び

イネーブルにしたりできます。

違反モードをデフォルト状態（shutdown モード）に戻

すには、no switchport port-security violation 
shutdown コマンドを使用します。

ステップ 7 Switch(config-if)# switchport port-security limit 
rate invalid-source-mac packets_per_sec

不良パケットに対してレート制限を設定します。

デフォルトは 10 pps です。

ステップ 8 Switch(config-if)# [no] switchport port-security 
mac-address mac_address 

（任意）インターフェイスのセキュア MAC アドレスを入

力します。このコマンドを使用するとセキュア MAC ア
ドレスが設定できます。設定したセキュア MAC アドレ

スが 大数より少ない場合、残りの MAC アドレスは動

的に学習されます。

MAC アドレスをアドレス テーブルから削除するには、
no switchport port-security mac-address mac_address 
コマンドを使用します。

（注） このコマンドは、アクセス、PVLAN ホスト、お

よび PVLAN 無差別モードに対してのみ適用で

きます。PVLAN、トランク、または通常のトラ

ンク モードの詳細については、「トランク ポート

上のポート セキュリティの設定」（P.47-17）を

参照してください。

ステップ 9 Switch(config-if)# [no] switchport port-security 
mac-address sticky

（任意）インターフェイス上でスティッキ ラーニングを

イネーブルにします。

インターフェイス上でスティッキ ラーニングをディセー

ブルにするには、 
no switchport port-security mac-address sticky コマン

ドを使用します。インターフェイスがスティッキ セキュ

ア MAC アドレスをダイナミック セキュア アドレスに変

換します。

コマンド 目的
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（注） 動的に学習されたポート セキュリティ MAC アドレスを CAM テーブルから削除するには、clear 
port-security dynamic コマンドを使用します。address キーワードを指定すると、セキュア MAC アド

レスを削除できます。interface キーワードを指定すると、各種のインターフェイス上の（ポート チャ

ネル インターフェイスを含む）すべてのセキュア アドレスを削除できるようになります。VLAN キー

ワードにより、VLAN 単位 /ポート単位でポート セキュリティ MAC アドレスをクリアできます。

アクセス ポートでのポート セキュリティの例

ここでは、次の例を示します。

• 「例 1： 大セキュア アドレス数の設定」（P.47-11）

• 「例 2：違反モードの設定」（P.47-11）

• 「例 3：エージング タイマーの設定」（P.47-11）

• 「例 4：エージング タイマーのタイプの設定」（P.47-12）

• 「例 5：セキュア MAC アドレスの設定」（P.47-12）

• 「例 6：スティッキ ポート セキュリティの設定」（P.47-13）

• 「例 7：不良パケットに対するレート制限の設定」（P.47-13）

• 「例 8：ダイナミック セキュア MAC アドレスの削除」（P.47-14）

ステップ 10 Switch(config-if)# [no] switchport port-security 
mac-address mac_address sticky [vlan [voice | 
access]]

インターフェイスにスティッキ MAC アドレスを指定し

ます。

vlan キーワードを指定すると、指定した VLAN の MAC 
アドレスがスティッキになります。

アドレス テーブルからスティッキ セキュア MAC アドレ

スを削除するには、no switchport port-security 
mac-address mac_address sticky コマンドを使用しま

す。スティッキ アドレスをダイナミック アドレスに変換

するには、no switchport port-security mac-address 
sticky コマンドを使用します。

（注） このコマンドは、アクセス、PVLAN ホスト、お

よび PVLAN 無差別モードに対してのみ適用で

きます。PVLAN、トランク、または通常のトラ

ンク モードの詳細については、「トランク ポート

上のポート セキュリティの設定」（P.47-17）を

参照してください。

ステップ 11 Switch(config-if)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 12 Switch# show port-security address 
interface interface_id 
Switch# show port-security address

入力を確認します。

コマンド 目的
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例 1： 大セキュア アドレス数の設定

次に、ファスト イーサネット インターフェイス 3/12 でポート セキュリティをイネーブルにし、セ

キュア アドレスの 大数を 5 に設定する例を示します。違反モードはデフォルトで、セキュア MAC 
アドレスは設定されていません。

Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)# interface fastethernet 3/12
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport port-security
Switch(config-if)# switchport port-security maximum 5
Switch(config-if)# switchport port-security mac-address sticky
Switch(config-if)# end
Switch# show port-security interface fastethernet 3/12
Port Security              : Enabled
Port Status                : Secure-up
Violation Mode             : Shutdown
Aging Time                 : 0 mins
Aging Type                 : Absolute
SecureStatic Address Aging : Enabled
Maximum MAC Addresses      : 5
Total MAC Addresses        : 0
Configured MAC Addresses   : 0
Sticky MAC Addresses       : 0
Last Source Address:Vlan   : 0000.0000.0000:0
Security Violation Count   : 0

例 2：違反モードの設定

この例では、ファスト イーサネット インターフェイス 3/12 の違反モードを restrict に設定する例を示

します。

Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# interface fastethernet 3/12
Switch(config-if)# switchport port-security violation restrict 
Switch(config-if)# end
Switch#

レート制限を使用することによって SNMP トラップをイネーブルにし、制限モードによるポートセ

キュリティ違反を検出します。次に、1 秒間に 5 回のポート セキュリティのトラップをイネーブルにす

る例を示します。

Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# snmp-server enable traps port-security trap-rate 5
Switch(config)# end
Switch#

例 3：エージング タイマーの設定

次に、ファスト イーサネット インターフェイス 5/1 のセキュア アドレスのエージング タイムを 2 時間

（120 分）に設定する例を示します。

Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# interface fastethernet 5/1 
Switch(config-if)# switchport port-security aging time 120
Switch(config-if)# end
Switch#
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次に、エージング タイムを 2 分に設定する例を示します。

Switch(config-if)# switchport port-security aging time 2 

上記のコマンドを確認するには、show port-security interface コマンドを使用します。

例 4：エージング タイマーのタイプの設定

次に、インターフェイス ファスト イーサネット 3/5 のセキュア アドレスでエージング タイム タイプを 
inactivity に設定する例を示します。

Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# interface fastethernet 3/5
Switch(config-if)# switch port-security aging type inactivity
Switch(config-if)# end
Switch# show port-security interface fastethernet 3/5
Port Security              : Enabled
Port Status                : Secure-up
Violation Mode             : Shutdown
Aging Time                 : 0 mins
Aging Type                 : Inactivity
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses      : 1
Total MAC Addresses        : 0
Configured MAC Addresses   : 0
Sticky MAC Addresses       : 0
Last Source Address:Vlan   : 0000.0000.0000:0
Security Violation Count   : 0

例 5：セキュア MAC アドレスの設定

次に、ファスト イーサネット インターフェイス 5/1 にセキュア MAC アドレスを設定し、設定を確認

する例を示します。

Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)# interface fastethernet 5/1
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport port-security
Switch(config-if)# switchport port-security maximum 10
Switch(config-if)# switchport port-security mac-address 0000.0000.0003 (Static secure MAC)
Switch(config-if)# end
Switch#show port address
Secure Mac Address Table
------------------------------------------------------------------------
Vlan    Mac Address       Type                     Ports   Remaining Age
                                                              (mins)
----    -----------       ----                     -----   -------------
   1    0000.0000.0003    SecureConfigured         Fa5/1        -

------------------------------------------------------------------------
Total Addresses in System (excluding one mac per port)     : 2
Max Addresses limit in System (excluding one mac per port) : 3072
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例 6：スティッキ ポート セキュリティの設定

次に、ファスト イーサネット インターフェイス 5/1 にスティッキ MAC アドレスを設定し、設定を確

認する例を示します。

Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# interface fa5/1
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport port-security
Switch(config-if)# switchport port-security mac-address sticky
Switch(config-if)# switchport port-security maximum 5
Switch(config-if)# end

（注） ポートにトラフィックを送信すると、ポートにスティッキ セキュア アドレスが設定されます。

Switch# show port-security address
          Secure Mac Address Table
------------------------------------------------------------------------
Vlan    Mac Address       Type                     Ports   Remaining Age
                                                              (mins)    
----    -----------       ----                     -----   -------------
   1    0000.0000.0001    SecureSticky             Fa5/1        -
   1    0000.0000.0002    SecureSticky             Fa5/1        -
   1    0000.0000.0003    SecureSticky             Fa5/1        -
------------------------------------------------------------------------
Total Addresses in System (excluding one mac per port)     : 2
Max Addresses limit in System (excluding one mac per port) : 3072
Switch# show running-config interface fastEthernet 5/1
Building configuration...

Current configuration : 344 bytes
!
interface FastEthernet5/1
 switchport mode access
 switchport port-security
 switchport port-security maximum 5
 switchport port-security mac-address sticky
 switchport port-security mac-address sticky 0000.0000.0001
 switchport port-security mac-address sticky 0000.0000.0002
 switchport port-security mac-address sticky 0000.0000.0003
end

Switch# 

例 7：不良パケットに対するレート制限の設定

次に、ファスト イーサネット インターフェイス 5/1 の無効な送信元パケットにレート制限を設定する

例を示します。

Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# interface fastethernet 5/1
Switch(config-if)# switchport port-security limit rate invalid-source-mac 100
Switch(config-if)# end
Switch#
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次に、ファスト イーサネット インターフェイス 5/1 の無効な送信元パケットにレート制限を設定する

例を示します。

Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# interface fastethernet 5/1
Switch(config-if)# switchport port-security limit rate invalid-source-mac none
Switch(config-if)# end
Switch#

例 8：ダイナミック セキュア MAC アドレスの削除

次に、ダイナミック セキュア MAC アドレスを削除する例を示します。

Switch# clear port-security dynamic address 0000.0001.0001

次に、インターフェイス fa 2/1 のすべてのダイナミック セキュア MAC アドレスを削除する例を示し

ます。

Switch# clear port-security dynamic interface fa2/1

次に、システムのすべてのダイナミック セキュア MAC アドレスを削除する例を示します。

Switch# clear port-security dynamic

PVLAN ポート上のポート セキュリティの設定
PVLAN ポート上でポート セキュリティを設定すると、PVLAN 機能を利用しながら MAC アドレスの

数を制限することができます。

（注） ここでは、アクセス ポートで説明したものと同じ設定モデルを使用します。

ここでは、ホストと無差別ポート上でトランク ポート セキュリティを設定する方法を説明します。

• 「独立プライベート VLAN ホスト ポートでのポート セキュリティの設定」（P.47-14）

• 「独立 PVLAN ホスト ポートでのポート セキュリティの例」（P.47-16）

• 「PVLAN 無差別ポートでのポート セキュリティの設定」（P.47-16）

• 「PVLAN 無差別モード ポートでのポート セキュリティの例」（P.47-17）

独立プライベート VLAN ホスト ポートでのポート セキュリティの設定

図 47-1 に、PVLAN ホスト ポートに実装されている代表的なポート セキュリティのトポロジを示しま

す。このトポロジでは、スイッチのポート a で接続する PC は、スイッチの無差別ポートを使用して接

続するルータだけと通信できます。ポート a で接続する PC はポート b で接続する PC とは通信できま

せん。
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図 47-1 独立 PVLAN ホスト ポートのポート セキュリティ

（注） PVLAN 上の独立 PVLAN ホスト ポートでセキュアなダイナミック アドレスはセカンダリ VLAN 上で

セキュアであり、プライマリ VLAN 上ではセキュアではありません。

独立 PVLAN ホスト ポート上でポート セキュリティを設定するには、次の作業を実行します。
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コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま

す。

ステップ 2 Switch(config)# vlan sec_vlan_id セカンダリ VLAN を指定します。

ステップ 3 Switch(config-vlan)# private-vlan isolated PVLAN モードを isolated に設定します。

ステップ 4 Switch(config-vlan)# exit グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 5 Switch(config)# vlan pri_vlan_id プライマリ VLAN を指定します。

ステップ 6 Switch(config-vlan)# private-vlan primary VLAN をプライマリ PVLAN として指定します。

ステップ 7 Switch(config-vlan)# private-vlan association 
add sec_vlan_id

セカンダリ VLAN とプライマリ VLAN のアソシエー

ションを作成します。

ステップ 8 Switch(config-vlan)# exit グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 9 Switch(config)# interface interface_id インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始

し、設定する物理インターフェイスを指定します。

ステップ 10 Switch(config-if)# switchport mode private-vlan 
host

有効な PVLAN トランクのアソシエーションを持つポー

トが、アクティブ ホストの PVLAN トランク ポートに

なるように指定します。

ステップ 11 Switch(config-if)# switchport private-vlan 
host-association primary_vlan secondary_vlan

独立ホスト ポート上でホスト アソシエーションを設定し

ます。

ステップ 12 Switch(config-if)# [no] switchport port-security インターフェイス上でポート セキュリティをイネーブル

にします。

ステップ 13 Switch(config-if)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 14 Switch# show port-security address 
interface interface_id 
Switch# show port-security address

入力を確認します。
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独立 PVLAN ホスト ポートでのポート セキュリティの例

次に、独立 PVLAN ホスト ポートであるファスト イーサネット インターフェイス 3/12 上でポート セ
キュリティを設定する例を示します。

Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# vlan 6
Switch(config-vlan)# private-vlan isolated
Switch(config-vlan)# exit
Switch(config)# vlan 3 
Switch(config-vlan)# private-vlan primary
Switch(config-vlan)# private-vlan association add 6
Switch(config-vlan)# exit
Switch(config)# interface fastethernet 3/12
Switch(config-if)# switchport mode private-vlan host
Switch(config-if)# switchport private-vlan association host 3 6
Switch(config-if)# switchport port-security
Switch(config-if)# end

PVLAN 無差別ポートでのポート セキュリティの設定

独立 PVLAN 無差別ポート上でポート セキュリティを設定するには、次の作業を実行します。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま

す。

ステップ 2 Switch(config)# vlan sec_vlan_id VLAN を設定します。

ステップ 3 Switch(config-vlan)# private-vlan isolated PVLAN モードを isolated に設定します。

ステップ 4 Switch(config-vlan)# exit グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 5 Switch(config)# vlan pri_vlan_id VLAN を設定します。

ステップ 6 Switch(config-vlan)# private-vlan primary VLAN をプライマリ PVLAN として指定します。

ステップ 7 Switch(config-vlan)# private-vlan association 
add sec_vlan_id

セカンダリ VLAN とプライマリ VLAN のアソシエー

ションを作成します。

ステップ 8 Switch(config-vlan)# exit グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 9 Switch(config)# interface interface_id インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始

し、設定する物理インターフェイスを指定します。

ステップ 10 Switch(config-if)# switchport mode private-vlan 
promiscuous

有効な PVLAN マッピングのあるポートがアクティブ無

差別ポートになるように指定します。

ステップ 11 Switch(config-if)# switchport private-vlan 
mapping primary_vlan secondary_vlan

無差別ポートに対して PVLAN を設定します。

ステップ 12 Switch(config-if)# switchport port-security インターフェイス上でポート セキュリティをイネーブル

にします。

ステップ 13 Switch(config-if)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 14 Switch# show port-security address 
interface interface_id 
Switch# show port-security address

入力を確認します。
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PVLAN 無差別モード ポートでのポート セキュリティの例

次に、PVLAN 無差別ポートであるファスト イーサネット インターフェイス 3/12 上でポート セキュリ

ティを設定する例を示します。

Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# vlan 6
Switch(config-vlan)# private-vlan isolated
Switch(config-vlan)# exit
Switch(config)# vlan 3
Switch(config-vlan)# private-vlan primary
Switch(config-vlan)# private-vlan association add 6
Switch(config-vlan)# exit
Switch(config)# interface fastethernet 3/12
Switch(config-if)# switchport mode private-vlan promiscuous
Switch(config-if)# switchport mode private-vlan mapping 3 6
Switch(config-if)# switchport port-security
Switch(config-if)# end

トランク ポート上のポート セキュリティの設定
メトロ集約のトランク ポート上にポート セキュリティを設定すると、VLAN ごとに MAC アドレスの

数を制限することができます。トランク ポート セキュリティにより、ポート セキュリティがトランク 
ポートにまで拡張されます。許容される MAC アドレスまたは MAC アドレスの 大数は、トランク 
ポート上の個々の VLAN ごとに制限されます。トランク ポート セキュリティにより、サービス プロ

バイダーはそのトランク ポートの VLAN に指定されたものとは異なる MAC アドレスを持つステー

ションからのアクセスをブロックできるようになります。また、トランク ポート セキュリティは 
PVLAN のトランク ポートでもサポートされます。

（注） アクセス モードに設定されたレイヤ 2 ポート チャネル インターフェイスのポート セキュリティはイ

ネーブルにできます。EtherChannel のポート セキュリティ設定は、物理メンバ ポートの設定とは別に

保持されます。

ここでは、トランク ポート セキュリティを設定する方法について説明します。

• 「トランク ポート セキュリティの設定」（P.47-17）

• 「トランク ポート セキュリティの例」（P.47-19）

• 「トランク ポート セキュリティ設定の注意事項および制約事項」（P.47-21）

トランク ポート セキュリティの設定

Catalyst 4500 シリーズ スイッチの 802.1q または ISL トランクがネイバー レイヤ 2 スイッチに接続さ

れている場合は、トランク ポート セキュリティが使用されます。たとえば、メトロ集約ネットワーク

（図 47-2）で使用されます。
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トランク ポート上のポート セキュリティの設定

図 47-2 トランク ポート セキュリティ

さまざまなポート セキュリティ関連パラメータをポート単位 /VLAN 単位で設定できます。

（注） ポート セキュリティ パラメータを設定する手順はアクセス ポートの場合と似ています。トランク ポー

トの場合は、これらの手順に加えて次のポート単位 /VLAN 単位設定を行います。

ポート セキュリティ関連パラメータを VLAN 単位 /ポート単位で設定するには、次の作業を行います。

SVI 2 SV1 3

5/45/35/25/1

Metro
 2 

VLAN 2  VLAN 3  

ISL 
dot1q 

gi1/1

13
06

01

コマンド 目的

ステップ 1 Switch(config)# interface interface_id 
interface port-channel port_channel_number

インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始

し、設定するインターフェイスを指定します。

（注） レイヤ 2 ポート チャネル論理インターフェイス

を指定できます。

ステップ 2 Switch(config-if)# switchport trunk encapsulation 
dot1q

トランク カプセル化形式を 802.1Q に設定します。

ステップ 3 Switch(config-if)# switchport mode trunk インターフェイス モードを設定します。

（注） デフォルト モード（dynamic auto）のインター

フェイスは、セキュア ポートとして設定できま

せん。
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トランク ポート セキュリティの例

ここでは、次の例を示します。

• 「例 1：すべての VLAN での 大セキュア MAC アドレス制限の設定」（P.47-19）

• 「例 2：特定の VLAN での 大セキュア MAC アドレス制限の設定」（P.47-20）

• 「例 3：VLAN 範囲でのセキュア MAC アドレスの設定」（P.47-20）

例 1：すべての VLAN での 大セキュア MAC アドレス制限の設定

次に、すべての VLAN のインターフェイス g1/1 上でセキュア MAC アドレスおよび 大セキュア 
MAC アドレス制限を設定する例を示します。

Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# interface g1/1
Switch(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if)# sw mode trunk
Switch(config-if)# switchport port-security
Switch(config-if)# switchport port-security maximum 3

Switch# show port-security in gi1/1 vlan
Default maximum: 3
VLAN  Maximum    Current   
    1          3          0
    2          3          0
    3          3          0
    4          3          0

    5          3          0
    6          3          0
Switch#

ステップ 4 Switch(config-if)# switchport port-security 
maximum value vlan

大 MAC アドレス制限が明示的に設定されていない 
VLAN ごとに、 大セキュア MAC アドレス数を設定し

ます。「セキュア MAC アドレスの 大数」（P.47-4）を

参照してください。

ステップ 5 Switch(config-if)# vlan-range range VLAN 範囲サブモードを開始します。

（注） 単一または複数の VLAN を指定できます。

ステップ 6 Switch(config-if-vlan-range)# 
port-security maximum value

大セキュア MAC アドレス数を VLAN ごとに設定しま

す。

ステップ 7 Switch(config-if-vlan-range)# 
no port-security maximum

すべての VLAN の 大セキュア MAC アドレス数の設定

を削除します。そのあと、ポートに設定された 大値が

すべての VLAN で使用されます。

ステップ 8 Switch(config-if-vlan-range)# [no] port-security 
mac-address mac_address

VLAN 範囲にセキュア MAC アドレスを設定します。

ステップ 9 Switch(config-if-vlan-range)# [no] port-security 
mac-address sticky mac_address

VLAN 範囲にスティッキ MAC アドレスを設定します。

ステップ 10 Switch(config-if-vlan-range)# end インターフェイス コンフィギュレーション モードに戻り

ます。

ステップ 11 Switch(config-if)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

コマンド 目的
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Switch# show running interface gi1/1
Building configuration...

Current configuration : 161 bytes
!
interface GigabitEthernet1/1
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
 switchport port-security
 switchport port-security maximum 3 vlan
end

例 2：特定の VLAN での 大セキュア MAC アドレス制限の設定

次に、特定の VLAN または VLAN 範囲のインターフェイス g1/1 にセキュア MAC アドレスを設定す

る例を示します。

Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# interface g1/1
Switch(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if)# sw mode trunk
Switch(config-if)# switchport port-security
Switch(config-if)# vlan-range 2-6
Switch(config-if-vlan-range)# port-security maximum 3
Switch(config-if)# exit

Switch# show port-security interface g1/1 vlan
Default maximum: not set, using 3072
VLAN  Maximum    Current   
   2          3          0
   3          3          0
   4          3          0
   5          3          0
   6          3          0
Switch#

例 3：VLAN 範囲でのセキュア MAC アドレスの設定

次に、インターフェイス g1/1 上の VLAN でセキュア MAC アドレスを設定する例を示します。

Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# interface g1/1
Switch(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if)# sw mode trunk
Switch(config-if)# switchport port-security
Switch(config-if)# switchport port-security mac-address sticky
Switch(config-if)# vlan-range 2-6
Switch(config-if-vlan-range)# port-security mac-address 1.1.1
Switch(config-if-vlan-range)# port-security mac-address sticky 1.1.2
Switch(config-if-vlan-range)# port-security mac-address sticky 1.1.3
Switch(config-if-vlan-range)# exit

Switch# show port-security interface g1/1 address vlan 2-4
         Secure Mac Address Table
------------------------------------------------------------------------
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Vlan    Mac Address       Type                     Ports   Remaining Age
                                                             (mins)    
----    -----------       ----                     -----   -------------
  2    0001.0001.0001    SecureConfigured         Gi1/1        -
  2    0001.0001.0002    SecureSticky             Gi1/1        -
  2    0001.0001.0003    SecureSticky             Gi1/1        -
  3    0001.0001.0001    SecureConfigured         Gi1/1        -
  3    0001.0001.0002    SecureSticky             Gi1/1        -
  3    0001.0001.0003    SecureSticky             Gi1/1        -
  4    0001.0001.0001    SecureConfigured         Gi1/1        -
  4    0001.0001.0002    SecureSticky             Gi1/1        -
  4    0001.0001.0003    SecureSticky             Gi1/1        -
------------------------------------------------------------------------
Total Addresses: 9

Switch#

トランク ポート セキュリティ設定の注意事項および制約事項

ポート単位 /VLAN 単位でポート セキュリティ関連パラメータを設定する場合は、次の注意事項および

制約事項を考慮してください。

• セキュア MAC アドレスは、通常のトランク ポートで許容されていない VLAN では設定できませ

ん。

• PVLAN トランク上のプライマリ VLAN の設定はできません。CLI は拒否され、エラー メッセー

ジが表示されます。

• ポート上の特定の VLAN で 大値が設定されていない場合（直接的または間接的）、この VLAN 
にはポートに設定された 大値が使用されます。この場合、この VLAN 上のセキュア アドレスの

大数はポートに設定された 大値に制限されます。

各 VLAN は、ポートで設定された値よりも大きい 大数を設定できます。また、すべての VLAN 
に設定される 大値の合計は、ポートに設定される 大値を上回ることができます。いずれの場合

でも、各 VLAN のセキュア MAC アドレス数は、VLAN の設定 大値とポートの設定 大値の小

さい方の数に制限されます。また、すべての VLAN のポートでのセキュア アドレス数は、ポート

に設定された 大数を超えることはできません。

• PVLAN のトランク ポートでは、設定が実行される VLAN は、PVLAN トランクの許容 VLAN リ
ストか、またはアソシエーション ペアのセカンダリ VLAN リスト内にある必要があります。（こ

の条件が満たされていない場合、CLI は拒否されます）。PVLAN トランク上の許容 VLAN リスト

では、PVLAN トランクで許可されたすべての通常の VLAN の VLAN ID が保持されます。

• PVLAN トランクからアソシエーション ペアを削除すると、ペアのセカンダリ VLAN に関連付け

られたすべてのスタティックおよびスティッキ アドレスが実行コンフィギュレーションから削除

されます。セカンダリ VLAN に関連付けられているダイナミック アドレスはシステムから削除さ

れます。

同様に、許容された PVLAN トランクのリストから VLAN を削除すると、その VLAN に関連付け

られているアドレスが削除されます。

（注） 通常の VLAN または PVLAN のトランク ポートでは、VLAN が許容 VLAN リストから削除されると、

その VLAN に関連付けられたすべてのアドレスが削除されます。
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ポート モードの変更

一般的にポート モードが変更されると、そのポートに関連付けられたすべてのダイナミック アドレス

は削除されます。すべてのスタティックまたはスティッキ アドレス、およびネイティブ VLAN で設定

されたその他のポート セキュリティ パラメータは、新しいモードのポートのネイティブ VLAN に移動

されます。非ネイティブ VLAN のすべてのアドレスは削除されます。

ネイティブ VLAN とは、次のポート タイプの VLAN です。

たとえば、モードがアクセスから PVLAN トランクに変わると、アクセス ポートのアクセス VLAN に
設定されているすべてのスタティックおよびスティッキ アドレスは、PVLAN トランク ポートの 
PVLAN ネイティブ VLAN に移動します。その他のアドレスはすべて削除されます。

同様に、PVLAN トランク モードからアクセス モードに変わると、PVLAN ネイティブ VLAN に設定

されているすべてのスタティックおよびスティッキ アドレスは、アクセス ポートのアクセス VLAN に
移動します。その他のアドレスはすべて削除されます。

ポートがトランクから PVLAN トランクに変わる場合は、許容されている PVLAN トランクのリスト

にその VLAN がある場合、または PVLAN トランクで関連付けられているセカンダリ VLAN にある場

合は、トランクの VLAN に関連付けられているアドレスはそのまま残ります。VLAN がいずれにもな

い場合は、実行コンフィギュレーションからアドレスが削除されます。

ポートが PVLAN トランクからトランクに変わる場合は、アドレスに関連付けられている VLAN がト

ランクの許容 VLAN リストにあれば、スタティックまたはスティッキ アドレスはそのまま残ります。

VLAN が許容されているリストにない場合、実行コンフィギュレーションからアドレスが削除されま

す。

音声ポート上のポート セキュリティの設定
ポートにデータ VLAN（PC 用）と音声 VLAN（Cisco IP Phone 用）が設定されている場合、IP Phone 
環境にポート セキュリティを設定できます。

ここでは、音声ポート上にポート セキュリティを設定する方法について説明します。

• 「音声ポート上のポート セキュリティの設定」（P.47-23）

• 「音声ポート セキュリティの例」（P.47-25）

• 「音声ポート セキュリティ設定の注意事項および制約事項」（P.47-27）

ポート タイプ ネイティブ VLAN

アクセス アクセス VLAN

トランク ネイティブ VLAN

独立 セカンダリ VLAN（ホスト アソシエーショ

ンから）

無差別 プライマリ VLAN（マッピングから）

PVLAN トランク PVLAN トランク ネイティブ VLAN

802.1Q トンネル アクセス VLAN
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音声ポート上のポート セキュリティの設定

音声ポート上でポート セキュリティを設定するには、次の作業を実行します。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch(config)# interface interface_id インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始

し、設定する物理インターフェイスを指定します。

ステップ 2 Switch(config-if)# switchport mode access インターフェイス モードを設定します。

（注） デフォルト モード（dynamic auto）のインター

フェイスは、セキュア ポートとして設定できま

せん。

ステップ 3 Switch(config-if)# [no] switchport port-security インターフェイス上でポート セキュリティをイネーブル

にします。

インターフェイスをセキュア ポートでないデフォルトの

状態に戻すには、no switchport port-security コマンド

を使用します。

ステップ 4 Switch(config-if)# [no] switchport port-security 
violation {restrict | shutdown} 

（任意）違反モードを設定します。セキュリティ違反が

発生した場合に、次のいずれかのアクションを実行しま

す。

• restrict：ポート セキュリティ違反によりデータが

制限され、セキュリティ違反カウンタが増加して、

SNMP トラップ通知が送信されます。

• shutdown：セキュリティ違反が発生すると、イン

ターフェイスが errdisable になります。

（注） セキュア ポートが errdisable ステートの場合、

errdisable recovery cause psecure-violation グ
ローバル コンフィギュレーション コマンドを入

力してこのステートを解除したり、shutdown お
よび no shutdown インターフェイス コンフィ

ギュレーション コマンドを入力して手動で再び

イネーブルにしたりできます。

違反モードをデフォルトの状態（シャットダウン モー

ド）に戻すには、no switchport port-security violation 
shutdown コマンドを使用します。

ステップ 5 Switch(config-if)# switchport port-security limit 
rate invalid-source-mac packets_per_sec

不良パケットに対してレート制限を設定します。

デフォルトは 10 pps です。
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ステップ 6 Switch(config-if)# [no] switchport port-security 
mac-address mac_address [vlan {voice | access}]

（任意）インターフェイスのセキュア MAC アドレスを指

定します。

vlan キーワードを指定すると、指定した VLAN にアド

レスが設定されます。

• voice：音声 VLAN に MAC アドレスが設定されま

す。

• access：アクセス VLAN に MAC アドレスが設定さ

れます。

このコマンドを使用するとセキュア MAC アドレスが設

定できます。設定したセキュア MAC アドレスが 大数

より少ない場合、残りの MAC アドレスは動的に学習さ

れます。

MAC アドレスをアドレス テーブルから削除するには、
no switchport port-security mac-address mac_address 
コマンドを使用します。

（注） このコマンドは、アクセス、PVLAN ホスト、お

よび PVLAN 無差別モードに対してのみ適用で

きます。PVLAN、トランク、または通常のトラ

ンク モードの詳細については、「トランク ポート

上のポート セキュリティの設定」（P.47-17）を

参照してください。

ステップ 7 Switch(config-if)# [no] switchport port-security 
mac-address sticky

（任意）インターフェイス上でスティッキ ラーニングを

イネーブルにします。

インターフェイス上でスティッキ ラーニングをディセー

ブルにするには、no switchport port-security 
mac-address sticky コマンドを使用します。インター

フェイスがスティッキ セキュア MAC アドレスをダイナ

ミック セキュア アドレスに変換します。

コマンド 目的
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（注） ダイナミックに学習されたポート セキュリティ MAC アドレスを CAM テーブルから削除するには、

clear port-security dynamic コマンドを使用します。address キーワードを指定すると、セキュア 
MAC アドレスを削除できます。interface キーワードを指定すると、インターフェイス上の（ポート 
チャネル インターフェイスを含む）すべてのセキュア アドレスを削除できます。VLAN キーワードに

より、VLAN 単位 /ポート単位でポート セキュリティ MAC アドレスをクリアできます。

（注） ポート セキュリティを設定した各インターフェイスは、デフォルトで 1 つの MAC アドレスを受け入

れます。ポート セキュリティでは、ポート レベルのポート セキュリティ設定が VLAN レベルのポー

ト セキュリティ設定よりも優先されます。1 つの MAC アドレスをそれぞれ音声 VLAN およびデータ 
VLAN で許可するために、 大 2 アドレス以上にポートを設定します。

音声ポート セキュリティの例

ここでは、次の例を示します。

• 「例 1：音声 VLAN およびデータ VLAN への 大 MAC アドレスの設定」（P.47-26）

• 「例 2：音声 VLAN およびデータ VLAN へのスティッキ MAC アドレスの設定」（P.47-26）

ステップ 8 Switch(config-if)# [no] switchport port-security 
mac-address mac_address sticky [vlan {voice | 
access}]

インターフェイスにスティッキ MAC アドレスを指定し

ます。

vlan キーワードを指定すると、指定した VLAN の MAC 
アドレスがスティッキになります。

• voice：音声 VLAN の MAC アドレスがスティッキ

になります。

• access：アクセス VLAN の MAC アドレスがス

ティッキになります。

アドレス テーブルからスティッキ セキュア MAC アドレ

スを削除するには、no switchport port-security 
mac-address mac_address sticky コマンドを使用しま

す。スティッキ アドレスをダイナミック アドレスに変換

するには、no switchport port-security mac-address 
sticky コマンドを使用します。

（注） このコマンドは、アクセス、PVLAN ホスト、お

よび PVLAN 無差別モードに対してのみ適用で

きます。PVLAN、トランク、または通常のトラ

ンク モードの詳細については、「トランク ポート

上のポート セキュリティの設定」（P.47-17）を

参照してください。

ステップ 9 Switch(config-if)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 10 Switch# show port-security address 
interface interface_id 
Switch# show port-security address

入力を確認します。

コマンド 目的
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例 1：音声 VLAN およびデータ VLAN への 大 MAC アドレスの設定

次の例では、ファスト イーサネット インターフェイス 5/1 上で Cisco IP Phone などの音声 VLAN と 
PC などのデータ VLAN に MAC アドレスをそれぞれ 大 1 つ設定して、その設定を確認する方法を示

します。

Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# interface fa5/1
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport port-security
Switch(config-if)# switchport port-security maximum 2
Switch(config-if)# switchport port-security mac-address sticky
Switch(config-if)# switchport port-security maximum 1 vlan voice
Switch(config-if)# switchport port-security maximum 1 vlan access
Switch(config-if)# end

（注） ポートにトラフィックを送信すると、ポートにスティッキ セキュア アドレスが設定されます。

Switch# show port-security address
          Secure Mac Address Table
------------------------------------------------------------------------
Vlan    Mac Address       Type                     Ports   Remaining Age
                                                              (mins)    
----    -----------       ----                     -----   -------------
   1    0000.0000.0001    SecureSticky             Fa5/1        -
   3    0000.0000.0004    SecureSticky             Fa5/1        -
------------------------------------------------------------------------
Total Addresses in System (excluding one mac per port)     : 1
Max Addresses limit in System (excluding one mac per port) : 3072

Switch# show running-config interface fastEthernet 5/1
Building configuration...

Current configuration : 344 bytes
!
interface FastEthernet5/1
 switchport mode access
 switchport voice vlan 3
 switchport port-security
switchport port-security maximum 1 vlan voice
switchport port-security maximum 3072
 switchport port-security maximum 1 vlan access
 switchport port-security mac-address sticky
 switchport port-security mac-address sticky 0000.0000.0001
 switchport port-security mac-address sticky 0000.0000.0004 vlan voice
end

Switch#

例 2：音声 VLAN およびデータ VLAN へのスティッキ MAC アドレスの設定

次に、インターフェイス fa5/1 上で音声 VLAN およびデータ VLAN に対してスティッキ MAC アドレ

スを設定する例を示します。

Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# interface fa5/1
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport port-security
Switch(config-if)# switchport port-security maximum 3072
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Switch(config-if)# switchport port-security mac-address sticky 0000.0000.obob vlan voice
Switch(config-if)# switchport port-security mac-address sticky 0000.0000.0005 vlan access
Switch(config-if)# end

（注） ポートにトラフィックを送信すると、ポートにスティッキ セキュア アドレスが設定されます。

Switch# show port-security address
          Secure Mac Address Table
------------------------------------------------------------------------
Vlan    Mac Address       Type                     Ports   Remaining Age
                                                              (mins)    
----    -----------       ----                     -----   -------------
   1    0000.0000.0001    SecureSticky             Fa5/1        -
   1    0000.0000.0002    SecureSticky             Fa5/1        -
   1    0000.0000.0003    SecureSticky             Fa5/1        -
   3    0000.0000.0004    SecureSticky             Fa5/1        -
   1    0000.0000.0005    SecureSticky             Fa5/1        -
   3    0000.0000.0b0b    SecureSticky             Fa5/1        -
------------------------------------------------------------------------
Total Addresses in System (excluding one mac per port)     : 5
Max Addresses limit in System (excluding one mac per port) : 3072

Switch# show running-config interface fastEthernet 5/1
Building configuration...

Current configuration : 344 bytes
!
interface FastEthernet5/1
 switchport mode access
 switchport voice vlan 3
 switchport port-security
 switchport port-security maximum 3072
 switchport port-security maximum 5 vlan voice
 switchport port-security mac-address sticky
 switchport port-security mac-address sticky 0000.0000.0001
 switchport port-security mac-address sticky 0000.0000.0002
 switchport port-security mac-address sticky 0000.0000.0003
 switchport port-security mac-address sticky 0000.0000.0004 vlan voice
 switchport port-security mac-address sticky 0000.0000.0005
 switchport port-security mac-address sticky 0000.0000.0b0b vlan voice
end

Switch#

音声ポート セキュリティ設定の注意事項および制約事項

（注） 音声ポートに実装されたポート セキュリティの機能は、アクセス ポート上のポート セキュリティと同

じです。

音声ポート セキュリティを使用（または設定）するときは、次の注意事項および制約事項を考慮して

ください。

• 音声ポートにスティッキ ポート セキュリティを設定できます。音声ポートのスティッキ ポート セ
キュリティがイネーブルの場合、データ VLAN および音声 VLAN 上でセキュアなアドレスはス

ティッキ アドレスとしてセキュアです。
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• 大セキュア アドレスは VLAN 単位で設定できます。 大数は、データ VLAN または音声 
VLAN のいずれかに設定できます。また、アクセス ポートの場合と同様、ポート単位でも設定で

きます。

• ポート セキュリティ MAC アドレスは、データ VLAN または音声 VLAN 上で VLAN 単位で設定

できます。

• Cisco IOS Release 12.2(31)SG よりも前のリリースでは、IP Phone と PC をサポートするために 3 
つの MAC アドレスが 大パラメータとして必要でした。Cisco IOS Release 12.2(31)SG 以降のリ

リースでは、 大数パラメータは 2（IP Phone と PC に 1 つずつ）に設定する必要があります。

ポート セキュリティ設定の表示
show port-security コマンドを使用すると、インターフェイスまたはスイッチのポート セキュリティ

設定が表示されます。

トラフィック制御情報を表示するには、次の作業を 1 つまたは複数行います。

セキュリティ設定の例

ここでは、次の例を示します。

• 「例 1：スイッチ全体のセキュリティ設定の表示」（P.47-29）

• 「例 2：インターフェイスのセキュリティ設定の表示」（P.47-29）

• 「例 3：スイッチ全体のすべてのセキュア アドレスの表示」（P.47-29）

• 「例 4：インターフェイス上の 大 MAC アドレス数の表示」（P.47-30）

• 「例 5：VLAN 範囲に対するインターフェイス上のセキュリティ設定の表示」（P.47-30）

• 「例 6：インターフェイスのセキュア MAC アドレスおよびエージング情報の表示」（P.47-30）

コマンド 目的

Switch# show interface status err-disable errdisable となったインターフェイスを、ディセーブルの理

由とともに表示します。

Switch# show port-security [interface interface_id | 
interface port_channel port_channel_number]

スイッチまたは指定されたインターフェイスのポート セキュ

リティ設定を、各インターフェイスで許容されるセキュア 
MAC アドレスの 大数、インターフェイスのセキュア 
MAC アドレスの数、発生したセキュリティ違反の数、違反

モードを含めて表示します。

ポート チャネル論理インターフェイスを指定することができ

ます。

Switch# show port-security [interface interface_id | 
interface port_channel port_channel_number] address 

すべてのスイッチ インターフェイスまたは指定されたイン

ターフェイスに設定されたすべてのセキュア MAC アドレ

ス、および各アドレスのエージング情報を表示します。

Switch# show port-security [interface interface_id | 
interface port_channel port_channel_number] vlan 
vlan_list

特定の VLAN リストおよび特定のインターフェイス上で、

許容される 大セキュア MAC アドレス数および現在のセ

キュア MAC アドレス数を表示します。

Switch# show port-security [interface interface_id | 
interface port_channel port_channel_number] [address 
[vlan vlan_list]]

特定の VLAN リストおよび特定のインターフェイスで設定

されたすべてのセキュア MAC アドレスを表示します。
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• 「例 7：インターフェイスの VLAN 範囲でのセキュア MAC アドレスの表示」（P.47-31）

例 1：スイッチ全体のセキュリティ設定の表示

次に、スイッチ全体のポート セキュリティの設定を表示する例を示します。

Switch# show port-security
Secure Port  MaxSecureAddr  CurrentAddr  SecurityViolation  Security Action
                (Count)       (Count)          (Count)
---------------------------------------------------------------------------
      Fa3/1              2            2                  0         Restrict
      Fa3/2              2            2                  0         Restrict
      Fa3/3              2            2                  0         Shutdown
      Fa3/4              2            2                  0         Shutdown
      Fa3/5              2            2                  0         Shutdown
      Fa3/6              2            2                  0         Shutdown
      Fa3/7              2            2                  0         Shutdown
      Fa3/8              2            2                  0         Shutdown
     Fa3/10              1            0                  0         Shutdown
     Fa3/11              1            0                  0         Shutdown
     Fa3/12              1            0                  0         Restrict
     Fa3/13              1            0                  0         Shutdown
     Fa3/14              1            0                  0         Shutdown
     Fa3/15              1            0                  0         Shutdown
     Fa3/16              1            0                  0         Shutdown
        Po2              3            0                  0         Shutdown
---------------------------------------------------------------------------
Total Addresses in System (excluding one mac per port)     :8
Max Addresses limit in System (excluding one mac per port) :3072
Global SNMP trap control for port-security                 :20 (traps per second)

例 2：インターフェイスのセキュリティ設定の表示

次に、ファスト イーサネット インターフェイス 5/1 のポート セキュリティの設定を表示する例を示し

ます。

Switch# show port-security interface fastethernet 5/1
Port Security              : Enabled
Port Status                : Secure-up
Violation Mode             : Shutdown
Aging Time                 : 0 mins
Aging Type                 : Absolute
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses      : 1
Total MAC Addresses        : 1
Configured MAC Addresses   : 0
Sticky MAC Addresses       : 1
Last Source Address:Vlan   : 0000.0001.001a:1
Security Violation Count   : 0

例 3：スイッチ全体のすべてのセキュア アドレスの表示

次に、スイッチのすべてのインターフェイスで設定されたすべてのセキュア MAC アドレスを表示する

例を示します。

Switch# show port-security address
          Secure Mac Address Table
-------------------------------------------------------------------
Vlan    Mac Address       Type                Ports   Remaining Age
                                                         (mins)
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----    -----------       ----                -----   -------------
   1    0000.0001.0000    SecureConfigured    Fa3/1       15 (I)
   1    0000.0001.0001    SecureConfigured    Fa3/1       14 (I)
   1    0000.0001.0100    SecureConfigured    Fa3/2        -
   1    0000.0001.0101    SecureConfigured    Fa3/2        -
   1    0000.0001.0200    SecureConfigured    Fa3/3        -
   1    0000.0001.0201    SecureConfigured    Fa3/3        -
   1    0000.0001.0300    SecureConfigured    Fa3/4        -
   1    0000.0001.0301    SecureConfigured    Fa3/4        -
   1    0000.0001.1000    SecureDynamic    Fa3/5        -
   1    0000.0001.1001    SecureDynamic    Fa3/5        -
   1    0000.0001.1100    SecureDynamic    Fa3/6        -
   1    0000.0001.1101    SecureDynamic    Fa3/6        -
   1    0000.0001.1200    SecureSticky    Fa3/7        -
   1    0000.0001.1201    SecureSticky    Fa3/7        -
   1    0000.0001.1300    SecureSticky    Fa3/8        -
   1    0000.0001.1301    SecureSticky    Fa3/8        -
   1    0000.0001.2000    SecureSticky    Po2        -
-------------------------------------------------------------------
Total Addresses in System (excluding one mac per port)     :8
Max Addresses limit in System (excluding one mac per port) :3072

例 4：インターフェイス上の 大 MAC アドレス数の表示

次に、インターフェイス g1/1 上で許容される 大セキュア MAC アドレス数および現在のセキュア 
MAC アドレス数を表示する例を示します。

Switch# show port-security interface g1/1 vlan
Default maximum: 22
VLAN  Maximum    Current
2         22          3
3         22          3
4         22          3
5         22          1
6         22          2 

例 5：VLAN 範囲に対するインターフェイス上のセキュリティ設定の表示

次に、VLAN 2 および VLAN 3 のインターフェイス g1/1 上のポート セキュリティの設定を表示する例

を示します。

Switch# show port-security interface g1/1 vlan 2-3
Default maximum: 22
VLAN  Maximum    Current    
    2         22          3
    3         22          3 

例 6：インターフェイスのセキュア MAC アドレスおよびエージング情報の表示

次に、ギガビット イーサネット インターフェイス 1/1 に設定されたすべてのセキュア MAC アドレス、

および各アドレスのエージング情報を表示する例を示します。

Switch# show port-security interface g1/1 address

          Secure Mac Address Table
------------------------------------------------------------------------ 
Vlan    Mac Address       Type                     Ports   Remaining Age(mins)    
----    -----------                 ----                        -----   ------------- 
   2    0001.0001.0001    SecureConfigured         Gi1/1        -
   2    0001.0001.0002    SecureSticky                 Gi1/1        -
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   2    0001.0001.0003    SecureSticky                 Gi1/1        -
   3    0001.0001.0001    SecureConfigured         Gi1/1        -
   3    0001.0001.0002    SecureSticky                 Gi1/1        -
   3    0001.0001.0003    SecureSticky                 Gi1/1        -
   4    0001.0001.0001    SecureConfigured         Gi1/1        -
   4    0001.0001.0002    SecureSticky             Gi1/1        -
   4    0001.0001.0003    SecureSticky             Gi1/1        -
   5    0001.0001.0001    SecureConfigured         Gi1/1        -
   6    0001.0001.0001    SecureConfigured         Gi1/1        -
   6    0001.0001.0002    SecureConfigured         Gi1/1        -
------------------------------------------------------------------------
Total Addresses: 12 

例 7：インターフェイスの VLAN 範囲でのセキュア MAC アドレスの表示

次に、ギガビット イーサネット インターフェイス 1/1 上の VLAN 2 および 3 に設定されたすべてのセ

キュア MAC アドレス、および各アドレスのエージング情報を表示する例を示します。

Switch# show port-security interface g1/1 address vlan 2-3

          Secure Mac Address Table
------------------------------------------------------------------------ 
Vlan    Mac Address       Type                     Ports   Remaining Age(mins)    
----    -----------       ----                     -----   ------------- 
   2    0001.0001.0001    SecureConfigured         Gi1/1        -
   2    0001.0001.0002    SecureSticky             Gi1/1        -
   2    0001.0001.0003    SecureSticky             Gi1/1        -
   3    0001.0001.0001    SecureConfigured         Gi1/1        -
   3    0001.0001.0002    SecureSticky             Gi1/1        -
   3    0001.0001.0003    SecureSticky             Gi1/1        -
------------------------------------------------------------------------
Total Addresses: 12
Switch#

他の機能 /環境でのポート セキュリティの設定
ここでは、次の内容について説明します。

• 「DHCP および IP ソース ガード」（P.47-31）

• 「802.1X 認証」（P.47-32）

• 「ワイヤレス環境でのポート セキュリティの設定」（P.47-33）

• 「レイヤ 2 EtherChannel でのポート セキュリティの設定」（P.47-33）

DHCP および IP ソース ガード

DHCP および IP ソース ガードを使用してポート セキュリティを設定し、セキュアではない MAC アド

レスによる IP スプーフィングを防ぐことができます。IP ソース ガードは次の 2 つのレベルの IP トラ

フィック フィルタリングをサポートします。

• 送信元 IP アドレス フィルタリング

• 送信元 IP および MAC アドレス フィルタリング
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IP ソース ガードをソース IP および MAC アドレス フィルタリングで使用する場合、送信元 IP アドレ

スに基づいてトラフィックをフィルタリングする場合はプライベート ACL（アクセス コントロール リ
スト）が、送信元 MAC アドレスに基づいてトラフィックをフィルタリングする場合はポート セキュ

リティが使用されます。このモードではアクセス ポートのポート セキュリティをイネーブルにする必

要があります。

両方の機能がイネーブルの場合の制約事項は次のとおりです。

• DHCP パケットは、ポート セキュリティのダイナミック学習の対象になりません。

• 複数の IP クライアントが 1 つのアクセス ポートに接続されている場合、ポート セキュリティでは

各クライアントの送信元 IP アドレスと MAC アドレスを正確にバインディングすることはできま

せん。

たとえば、これらのクライアントは次の IP アドレスと MAC アドレスを持つアクセス ポートに存

在します。

– クライアント 1：MAC1 <---> IP1

– クライアント 2： MAC2 <---> IP2e bここで示すように送信元 MAC アドレスと IP アドレス 
トラフィックの任意の組み合わせが許可されます。

– MAC1 <---> IP1、有効

– MAC2 <---> IP2、有効

– MAC1 <---> IP2、無効

– MAC2 <---> IP1、無効

送信元 IP/MAC アドレス バインディングが正しい IP トラフィックだけが許可され、ポート セキュ

リティはこのトラフィックの MAC アドレスをダイナミックに学習します。バインディングされて

いない送信元アドレスの IP トラフィックは、ポート セキュリティによって無効なパケットとして

処理され、ドロップされます。DoS 攻撃（サービス拒絶攻撃）を防ぐには、無効な送信元 MAC ア
ドレスに対してポート セキュリティ レート制限を設定する必要があります。

802.1X 認証

MAC スプーフィングを防ぐために、802.1X 認証を使用したポート セキュリティを設定できます。

802.1X は、通常の VLAN トランクおよび PVLAN トランクではサポートされません。アクセス ポー

ト、および PVLAN ホストまたは無差別ポートでは、ポート セキュリティと 802.1X を同時に設定でき

ます。両方とも設定する場合、ホストが 802.1X 認証されたあとでポート セキュリティによってホスト

の MAC アドレスをセキュアにする必要があります。802.1X とポート セキュリティの両方がホストを

承認する必要があります。一方がホストを認証しない場合、セキュリティ違反がトリガーされます。セ

キュリティ違反の種類は、ポートを拒否する機能がどちらであるかによって異なります。ホストが 
802.1X では許可されても（たとえば、ポートがマルチホスト モードであるため）ポート セキュリティ

では許可されない場合、ポート セキュリティ違反処理がトリガーされます。ホストがポート セキュリ

ティでは許可されても 802.1X では拒否される場合（たとえば、ホストがシングル ホスト モード ポー

トでは未許可であるため）、802.1X セキュリティ違反処理がトリガーされます。

（注） 802.1X、ポートセキュリティ、および VVID は、すべて同じポートに設定できます。

802.1X とポート セキュリティの相互作用の詳細については、「ポート セキュリティを使用した 802.1X 
認証の利用」（P.20）を参照してください。
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ポート セキュリティ設定の注意事項および制約事項

ワイヤレス環境でのポート セキュリティの設定

アクセス ポイントをセキュア ポートに接続する場合、ユーザのスタティック MAC アドレスを設定し

ないでください。MAC アドレスは 1 つのアクセス ポイントから別のアクセス ポイントに移動するこ

とがあり、両方のアクセス ポイントが同じスイッチに接続されるとセキュリティ違反になります。

図 47-3 に、ワイヤレス環境でのポート セキュリティの代表的なトポロジを示します。

図 47-3 ワイヤレス環境でのポート セキュリティ

レイヤ 2 EtherChannel でのポート セキュリティの設定

ポート セキュリティは、トランク モードまたはアクセス モードのいずれかの EtherChannel でイネー

ブルにできます。設定手順については、「アクセス ポート上のポート セキュリティの設定」（P.47-7）
および「トランク ポート上のポート セキュリティの設定」（P.47-17）を参照してください）。

トランキング モードでこれを行った場合、MAC アドレスの制限が、VLAN 単位でポート チャネル全

体に適用されます。

一般的に、次の点に注意してください。

• レイヤ 2 EtherChannel でのポート セキュリティはアクセス モードまたはトランク モード上でだけ

有効で、物理メンバ ポートでの設定からは独立しています。

• 少なくともメンバ ポートが 1 つセキュアであれば、チャネル インターフェイスのポート セキュリ

ティはディセーブルにできず、CLI によって拒否されます。

• セキュア ポートは非セキュア EtherChannel に加入できません。CLI によって拒否されます。

• EtherChannel でのポート セキュリティは、PAgP モードと LACP モードの両方でサポートされて

います。レイヤ 3 EtherChannel には適用されません。

ポート セキュリティ設定の注意事項および制約事項
ポート セキュリティを使用（または設定）するときは、次の注意事項および制約事項を考慮してくだ

さい。

• セキュア ポートをスイッチド ポート アナライザ（SPAN）の宛先ポートにすることはできません。

AP 2 AP 1 

14
09

90

AP1 AP2
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ポート セキュリティ設定の注意事項および制約事項

• インターフェイスのセキュア ポートおよびスタティック MAC アドレス設定は、相互に排他的で

す。

• インターフェイスの 大セキュア アドレス値を入力したときに、新しい値がそれまでの値より大

きいと、それまで設定されていた値が新しい値によって上書きされます。新しい値が前回の値より

小さく、インターフェイスで設定されているセキュア アドレス数が新しい値より大きい場合、コ

マンドは拒否されます。

• トランク ポートでトランク ポート セキュリティを設定するときは、プロトコル パケット（CDP 
や BPDU）を考慮する必要はありません。これらは学習されることも、セキュアにされることも

ありません。

• スティッキ セキュア MAC アドレスのポート セキュリティ エージングはイネーブルにできません。

• ポート セキュリティを使用して MAC スプーフィングを制限するには、802.1X 認証をイネーブル

にする必要があります。

• ダイナミック ポートにはポート セキュリティを設定できません。ポート セキュリティをイネーブ

ルにする前にモードをアクセスに変更する必要があります。

• EtherChannel のポート セキュリティがイネーブルの場合、802.1X はイネーブルにすることはでき

ません。

• セキュア EtherChannel は PVLAN モードでは動作しません。
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48
コントロール プレーン ポリシングおよびレイ
ヤ 2 制御パケット QoS の設定

この章では、コントロール プレーン ポリシング（CoPP）を使用して Catalyst 4500 シリーズ スイッチ

を保護する方法を説明します。この章の内容は Catalyst 4500 シリーズ スイッチに固有であり、第 51 
章「ACL によるネットワーク セキュリティの設定」で説明するネットワーク セキュリティ情報や手順

を補足するものです。また、次のマニュアルのネットワーク セキュリティ情報や手順の補足にもなり

ます。

• 次の URL の『Cisco IOS Security Configuration Guide, Cisco IOS Release 12.4』 

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/security/configuration/guide/12_4/sec_12_4_book.html

• 次の URL の『Cisco IOS Security Command Reference, Cisco IOS Release 12.4』 

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/security/command/reference/sec_book.html

この章の主な内容は、次のとおりです。

• 「コントロール プレーン ポリシングの設定」（P.48-1）

• 「CoPP のモニタ」（P.48-9）

• 「レイヤ 2 制御パケット QoS の設定」（P.48-11）

• 「IPv6 制御トラフィックのポリシング」（P.48-17）

（注） この章で使用するスイッチ コマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL で『Cisco 
Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』と関連資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/index.html

『Cisco Catalyst 4500 Command Reference』に掲載されていないコマンドについては、より詳細な 
Cisco IOS ライブラリを参照してください。次の URL でCisco IOS コマンド リファレンスと関連資料

を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html

コントロール プレーン ポリシングの設定
ここでは、次の内容について説明します。

• 「コントロール プレーン ポリシングについて」（P.48-2）
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コントロール プレーン ポリシングの設定

• 「コントロール プレーン ポリシングの一般的な注意事項」（P.48-3）

• 「デフォルト設定」（P.48-4）

• 「コントロール プレーン トラフィックの CoPP の設定」（P.48-4）

• 「データ プレーンおよび管理プレーン トラフィックの CoPP の設定」（P.48-5）

• 「コントロール プレーン ポリシングの設定時の注意事項および制約事項」（P.48-8）

• 「IPv6 制御トラフィックのポリシング」（P.48-17）

コントロール プレーン ポリシングについて

CoPP 機能は、不要なトラフィックまたは DoS トラフィックから CPU を保護し、重要なコントロール 
プレーンおよび管理トラフィックを優先させることにより Catalyst 4500 シリーズ スイッチのセキュリ

ティを向上させます。分類 TCAM および QoS ポリサーは、CoPP のハードウェア サポートを提供しま

す。

（注） CoPP は、Cisco IOS Release 12.2(50)SG 以降の Supervisor 6-E および Catalyst 4900M、Cisco IOS 
Release 12.2(52)X0 の Supervisor 6L-E、Cisco IOS Release 12.2(54)X0 以降の Catalyst 4948-E、Cisco 
IOS XE 3.1.0SG 以降の Supervisor Engine 7-E、Cisco IOS XE 3.2.0XO 以降の Supervisor Engine 7L-E 
でサポートされます。

CPU が管理するトラフィックは、次の 3 つの機能コンポーネント（プレーン）に分割されます。

• データ プレーン

• 管理プレーン

• コントロール プレーン

CoPP を使用することで、大半の CPU 行きトラフィックを保護し、ルーティングの安定性と信頼性を

確保し、パケットを確実に配信することができます。特に重要なのは、DoS 攻撃から CPU を保護する

ために CoPP を使用できることです。

デフォルトでは、レイヤ 2 およびレイヤ 3 コントロール プレーン パケットの選択済みセットに一致す

る定義済み ACL のリストを受信します。さらにこれらのパケットごとに優先するポリシング パラメー

タを定義し、これらの ACL の一致基準を変更できます。

次の表に、定義済み ACL を示します。

定義済みの名前付き ACL 説明

system-cpp-dot1x MAC DA = 0180.C200.0003

system-cpp-lldp MAC DA = 0180.C200.000E

system-cpp-mcast-cfm MAC DA = 0100.0CCC.CCC0 - 0100.0CCC.CCC7

system-cpp-ucast-cfm MAC DA = 0100.0CCC.CCC0

system-cpp-bpdu-range MAC DA = 0180.C200.0000 - 0180.C200.000F

system-cpp-cdp MAC DA = 0100.0CCC.CCCC（UDLD/DTP/VTP/Pagp） 

system-cpp-sstp MAC DA = 0100.0CCC.CCCD

system-cpp-cgmp MAC DA = 01.00.0C.DD.DD.DD

system-cpp-hsrpv2 IP Protocol = UDP、IPDA = 224.0.0.102

system-cpp-ospf IP Protocol = OSPF、IP DA は 224.0.0.0/24 に一致
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コントロール プレーン ポリシングの設定

データ プレーンおよび管理プレーン トラフィックの場合、ポリシングするトラフィック クラスと一致

するようにユーザの ACL を定義できます。

CoPP では、MQC を使用してトラフィック分類基準を定義し、分類されたトラフィックの設定可能ポ

リシー アクションを指定します。MQC ではクラス マップを使用して特定のトラフィック クラスに対

するパケットを定義します。トラフィックを分類した後、ポリシー マップを作成し、識別されたトラ

フィックにポリシー アクションを強制適用できます。control-plane global コンフィギュレーション 
コマンドでは、コントロール プレーンに直接 CoPP サービス ポリシーを付加することができます。

system-cpp-policy ポリシー マップにはポリシー マップの冒頭で定義済みの順序で定義済みのクラス 
マップを含める必要があります。system-cpp-policy ポリシー マップを作成する 善の方法は、グロー

バル マクロ system-cpp を使用することです。

system-cpp-policy ポリシー マップには、コントロール プレーン トラフィックに対する定義済みクラ

ス マップが含まれます。システムで定義されたすべての CoPP クラス マップの名前と、それらの一致 
ACL にはプレフィックス system-cpp- が付いています。デフォルトでは、トラフィック クラスに対す

るアクションは指定されていません。CPU 行きデータ プレーンおよび管理プレーン トラフィックに一

致するクラス マップを独自に定義できます。また system-cpp-policy に定義済みクラス マップを追加

できます。

コントロール プレーン ポリシングの一般的な注意事項

コントロール プレーン ポリシングの注意事項は、次のとおりです。

• ポート セキュリティは、非 IP 制御パケットの CoPP の効果をキャンセルすることがあります。

Catalyst 4500 シリーズ スイッチでの送信元 MAC ラーニングはソフトウェアで実行されますが、

制御パケット（たとえば、IEEE BPDU、CDP、SSTP BPDU、GARP/）の送信元 MAC アドレス

のラーニングは許可されません。潜在的に予測されない制御パケットのレートが高いことが予想さ

れるポートにポート セキュリティを設定した場合、システムは CPU に転送する代わりにパケット

のコピーを（送信元アドレスがラーニングされるまで）生成します。

Catalyst 4500 スーパーバイザ エンジンの現在のアーキテクチャでは、CPU に送信されたパケット

のコピーにポリシングを適用することはできません。CPU に転送されるパケットにのみポリシン

グを適用できます。パケットのコピーが制御パケットと同じレートで CPU に送信されますが、制

御パケットからのラーニングが許可されていないため、ポート セキュリティはトリガーされませ

ん。ポリシングは、元のパケットではなくパケットのコピーが CPU に送信されるため適用されま

せん。

system-cpp-igmp IP Protocol = IGMP、IP DA は 224.0.0.0/3 に一致

system-cpp-pim IP Protocol = PIM、IP DA は 224.0.0.0/24 に一致

system-cpp-all-systems-on-subnet IP DA = 224.0.0.1

system-cpp-all-routers-on-subnet IP DA = 224.0.0.2

system-cpp-ripv2 IP DA = 224.0.0.9

system-cpp-ip-mcast-linklocal IP DA = 224.0.0.0/24

system-cpp-dhcp-cs IP Protocol = UDP、L4SrcPort = 68、L4DstPort = 67

system-cpp-dhcp-sc IP Protocol = UDP、L4SrcPort = 67、L4DstPort = 68

system-cpp-dhcp-ss IP Protocol = UDP、L4SrcPort = 67、L4DstPort = 67

定義済みの名前付き ACL 説明
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コントロール プレーン ポリシングの設定

• ARP ポリシングはクラシック シリーズ スーパーバイザ エンジンまたは固定構成スイッチではサ

ポートされません。これは、Catalyst 4900M および 4948E スイッチ、Supervisor Engine 6-E、お

よび Supervisor Engine 6L-E でサポートされます。

• 入力 CoPP だけがサポートされます。つまり、コントロールプレーンに関連する CLI では input 
キーワードだけがサポートされます。

• CPU が処理するデータ プレーンおよび管理プレーン トラフィックを識別するには、ACL とクラ

スマップを使用します。

• CoPP ポリシー マップでサポートされるアクションはポリシングだけです。

• CoPP ポリシー ACL では log キーワードは使用できません。

デフォルト設定

CoPP はデフォルトでディセーブルです。

コントロール プレーン トラフィックの CoPP の設定

コントロール プレーン トラフィックの CoPP を設定するには、次の作業を実行します。

次に、CDP パケットをポリシングする例を示します。

Switch# config terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)# qos
Switch(config)# macro global apply system-cpp
Switch(config)# policy-map system-cpp-policy
Switch(config-pmap)# class system-cpp-cdp

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# config terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開

始します。

ステップ 2 Switch(config)# qos （任意）QoS をグローバルにイネーブルにします。

ステップ 3 Switch(config)# 
macro global apply system-cpp

（任意）system-cpp-policy ポリシー マップを作成

し、コントロール プレーンに付加します。

ステップ 4 Switch(config)# policy-map 
system-cpp-policy
Switch(config-pmap)# class 
{system-cpp-dot1x | system-cpp-bpdu-range | 
system-cpp-cdp | service | system-cpp-sstp 
| system-cpp-cgmp | system-cpp-ospf | 
system-cpp-igmp | system-cpp-pim | 
system-cpp-all-systems-on-subnet | 
system-cpp-all-routers-on-subnet | 
system-cpp-ripv2 | system-cpp-hsrpv2 | 
system-cpp-ip-mcast-linklocal | 
system-cpp-dhcp-cs | system-cpp-dhcp-sc | 
system-cpp-dhcp-ss} 
Switch(config-pmap-c)# police [aggregate 
name] rate burst [conform-action {drop | 
transmit}] [{exceed-action {drop | 
transmit}}]}

サービス ポリシー マップで 1 つまたは複数のシ

ステム定義のコントロール プレーン トラフィッ

クにアクションを関連付けます。必要に応じてこ

のステップを繰り返します。

ステップ 5 Switch# show policy-map system-cpp-policy （任意）設定を確認します。
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Switch(config-pmap-c)# police 32000 1000 conform-action transmit exceed-action drop 
Switch(config-pmap-c)# end
Switch# show policy-map system-cpp-policy
  Policy Map system-cpp-policy
    Class system-cpp-dot1x
    Class system-cpp-bpdu-range
*    Class system-cpp-cdp
      police 32000 bps 1000 byte conform-action transmit exceed-action drop
    Class system-cpp-sstp
    Class system-cpp-cgmp
    Class system-cpp-ospf
    Class system-cpp-hsrpv2
    Class system-cpp-igmp
    Class system-cpp-pim
    Class system-cpp-all-systems-on-subnet
    Class system-cpp-all-routers-on-subnet
    Class system-cpp-ripv2
    Class system-cpp-ip-mcast-linklocal
    Class system-cpp-dhcp-cs
    Class system-cpp-dhcp-sc
    Class system-cpp-dhcp-ss
Switch#

データ プレーンおよび管理プレーン トラフィックの CoPP の設定

データ プレーンおよび管理プレーン トラフィックの CoPP を設定するには、次の作業を実行します。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch(config)# qos （任意）QoS をグローバルにイネーブルにします。

ステップ 2 Switch(config)# 
macro global apply system-cpp

（任意）コントロール プレーンに 
system-cpp-policy ポリシー マップを付加します。
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ステップ 3 Switch(config)# {ip | mac} access-list 
extended {access-list-name}

For an ip access list, issue
Switch(config-ext-nacl)#{permit|deny} 
{protocol} source {source-wildcard} 
destination {destination-wildcard}

For a mac access list, issue
Switch(config-ext-macl)#{permit|deny} 
source {source-wildcard} destination 
{destination-wildcard} [protocol-family]

OR

Switch(config)# access-list 
{access-list-name} {permit | deny} 
{type-code wild-mask | address mask}

次のように、トラフィックと照合する ACL を定

義します。

• permit：パケットが名前付き ACL をパスす

る条件を設定します。

• deny：パケットが名前付き ACL をパスしな

い条件を指定します。

（注） ほとんどの場合は、重要なトラフィック

または重要でないトラフィックを識別す

る ACL を設定する必要があります。

• type-code：先頭に 0x が記された 16 ビット

の 16 進数（たとえば、0x6000）。802 カプセ

ル化パケットの場合はリンク サービス アク

セス ポイント（LSAP）タイプ コードを、

SNAP カプセル化パケットの場合は SNAP タ
イプ コードを指定します。（LSAP は SAP

（サービス アクセスポイント）とも呼ばれ、

802 ヘッダーの DSAP（宛先サービス アクセ

ス ポイント）フィールドおよび SSAP（送信

元サービス アクセス ポイント）フィールド

のタイプ コードのことです）。

• wild-mask：1 のビットが type-code 引数の

ビットに対応する 16 ビットの 16 進数。

wild-mask は、比較時に無視する type-code 
引数のビットです。（DSAP/SSAP のペアの

マスクでは、2 つのビットが SAP コードの識

別以外の目的で使用されるため、常に 
0x0101 です）。

• address：4 桁の 16 進数をドットで 3 つに区

切って書かれる 48 ビット トークン リング ア
ドレス。このフィールドはベンダー コードで

のフィルタリングに使用されます。

• mask：4 桁の 16 進数をドットで 3 つに区

切って書かれる 48 ビット トークン リング ア
ドレス。マスクの 1 のビットはアドレスでは

無視されるビットです。このフィールドはベ

ンダー コードでのフィルタリングに使用され

ます。

ステップ 4 Switch(config)# class-map 
{traffic-class-name} 

Switch(config-cmap)# match access-group 
{access-list-number | name 
{access-list-name}}

パケット分類基準を定義します。クラスに関連付

けられたトラフィックを指定するには、match 文
を使用します。

ステップ 5 Switch(config-cmap)# exit グローバル コンフィギュレーション モードに戻

ります。

コマンド 目的
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次の例では、送信元アドレス 10.1.1.1 および 10.1.1.2 を持つ信頼できるホストを設定し、制約を設け

ずに Telnet パケットをコントロール プレーンに転送する方法を示します。残りのすべての Telnet パ
ケットは、特定のレートでポリシングされるようにします。この例では、グローバルな QoS がイネー

ブルなことと、system-cpp-policy ポリシー マップが作成されたことを前提とします。

Switch# config terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)# qos
Switch(config)# macro global apply system-cpp

! Allow 10.1.1.1 trusted host traffic.
Switch(config)# access-list 140 deny tcp host 10.1.1.1 any eq telnet

! Allow 10.1.1.2 trusted host traffic.
Switch(config)# access-list 140 deny tcp host 10.1.1.2 any eq telnet

! Rate limit all other Telnet traffic.
Switch(config)# access-list 140 permit tcp any any eq telnet

! Define class-map "telnet-class."
Switch(config)# class-map telnet-class
Switch(config-cmap)# match access-group 140
Switch(config-cmap)# exit

! Add the class-map "telnet-class" to "system-cpp-policy" and define the proper action 
Switch(config)# policy-map system-cpp-policy
Switch(config-pmap)# class telnet-class
Switch(config-pmap-c)# police 80000 1000 conform transmit exceed drop 
Switch(config-pmap-c)# exit
Switch(config-pmap)# exit

! Verify the above configuration steps
Switch# show policy-map system-cpp-policy
  Policy Map system-cpp-policy
    Class system-cpp-dot1x
    Class system-cpp-bpdu-range
    Class system-cpp-cdp
      police 32000 bps 1000 byte conform-action transmit exceed-action drop
    Class system-cpp-sstp
    Class system-cpp-cgmp
    Class system-cpp-ospf
    Class system-cpp-hsrpv2
    Class system-cpp-igmp
    Class system-cpp-pim
    Class system-cpp-all-systems-on-subnet

ステップ 6 Switch(config)# policy-map 
system-cpp-policy

Switch(config-pmap)# class {class-map-name} 

Switch(config-pmap-c)# police
[aggregate name] rate burst
[conform-action {drop | transmit}]
[{exceed-action {drop | transmit}}]

CoPP ポリシー マップにトラフィック クラスを追

加します。トラフィック クラスにアクションを関

連付けるには、police 文を使用します。

ステップ 7 Switch(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 8 Switch# show policy-map system-cpp-policy 入力を確認します。

コマンド 目的
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    Class system-cpp-all-routers-on-subnet
    Class system-cpp-ripv2
    Class system-cpp-ip-mcast-linklocal
    Class system-cpp-dhcp-cs
    Class system-cpp-dhcp-sc
    Class system-cpp-dhcp-ss
*    Class telnet-class
      police 80000 1000 byte conform-action drop exceed-action drop

コントロール プレーン ポリシングの設定時の注意事項および制約事項

コントロール プレーン ポリシングを使用（または設定）するときは、次の注意事項および制約事項を

考慮してください。

すべてのスーパーバイザ エンジン

CoPP を設定する場合は、次の注意事項に従ってください。

• 入力 CoPP だけがサポートされます。input キーワードだけがコントロール プレーン関連の CLI で
はサポートされます。

• コントロール プレーン トラフィックは、CoPP を使用する場合にだけポリシングできます。ポリ

シー マップをインターフェイスまたは VLAN に付加するとき、コントロール プレーン トラフィッ

クを含むポリシー マップが受け付けられても、入力インターフェイスまたは VLAN のトラフィッ

クはポリシングできません。

• CPU が処理するデータ プレーンおよび管理プレーン トラフィックを識別するには、ACL とクラ

ス マップを使用します。ユーザ定義クラス マップは、CoPP の system-cpp-policy ポリシー マップ

に追加する必要があります。

• デフォルトの system-cpp-policy ポリシー マップはシステム定義クラス マップのアクションを定義

しません（ポリシングなし）。

• system-cpp-policy でサポートされるアクションはポリシングだけです。

• データ プレーンおよび管理プレーン トラフィック クラスの定義に MAC アドレスと IP ACL の両

方を使用できます。ただし、パケットが、コントロール プレーン トラフィックに対する定義済み 
ACL とも一致した場合、ポリシング（またはポリシングなし）アクションはコントロール プレー

ン クラスに作用します。その理由は、コントロール プレーン クラスがサービス ポリシーのユーザ

定義クラスの上に表示されるためです。

• 超過アクション policed-dscp-transmit は CoPP ではサポートされません。

• CoPP ポリシー ACL では log キーワードを使用しないでください。代わりに、不正なパケットが

到達したかどうかを確認するには、show policy-map interface コマンドの出力を表示するか、

SPAN 機能を使用します。

Catalyst 4900M、Catalyst 4948E、Supervisor Engine 6-E、および Supervisor Engine 
6L-E には適用しない

• コントロール プレーン トラフィックをポリシングするには、システム定義のクラス マップを使用

します。

• システム定義クラス マップは、通常の QoS のポリシー マップでは使用できません。

• system-cpp-policy という名前のポリシー マップは CoPP 専用です。
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• グローバル QoS がイネーブルで、ポリシング アクションが指定されないかぎり、CoPP はイネー

ブルになりません。

CoPP のモニタ
サイト固有のポリシーを作成し、コントロール プレーン ポリシーの統計情報を監視し、CoPP をトラ

ブルシューティングするには、show policy-map control-plane コマンドを入力できます。このコマン

ドは、実際に適用されるポリシーのダイナミック情報を表示します。このダイナミック情報には、レー

ト情報と、ハードウェアおよびソフトウェアに設定したポリシーに準拠または超過するバイト数（およ

びパケット数）が含まれます。

show policy-map control-plane コマンドの出力は次のようになります。

Switch# show policy-map control-plane

Control Plane

Service-policy input: system-cpp-policy

    Class-map: system-cpp-dot1x (match-all)
      0 packets
      Match: access-group name system-cpp-dot1x

    Class-map: system-cpp-bpdu-range (match-all)
      0 packets
      Match: access-group name system-cpp-bpdu-range

*    Class-map: system-cpp-cdp (match-all)
      160 packets
      Match: access-group name system-cpp-cdp
**      police: Per-interface
        Conform: 22960 bytes Exceed: 0 bytes
*
    Class-map: system-cpp-sstp (match-all)
      0 packets
      Match: access-group name system-cpp-sstp

    Class-map: system-cpp-cgmp (match-all)
      0 packets
      Match: access-group name system-cpp-cgmp

    Class-map: system-cpp-hsrpv2 (match-all)
      0 packets
      Match: access-group name system-cpp-hsrpv2

    Class-map: system-cpp-ospf (match-all)
      0 packets
      Match: access-group name system-cpp-ospf

    Class-map: system-cpp-igmp (match-all)
      0 packets
      Match: access-group name system-cpp-igmp

    Class-map: system-cpp-pim (match-all)
      0 packets
      Match: access-group name system-cpp-pim

    Class-map: system-cpp-all-systems-on-subnet (match-all)
      0 packets
      Match: access-group name system-cpp-all-systems-on-subnet
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    Class-map: system-cpp-all-routers-on-subnet (match-all)
      0 packets
      Match: access-group name system-cpp-all-routers-on-subnet

    Class-map: system-cpp-ripv2 (match-all)
      0 packets
      Match: access-group name system-cpp-ripv2

    Class-map: system-cpp-ip-mcast-linklocal (match-all)
      0 packets
      Match: access-group name system-cpp-ip-mcast-linklocal

    Class-map: system-cpp-dhcp-cs (match-all)
      83 packets
      Match: access-group name system-cpp-dhcp-cs

    Class-map: system-cpp-dhcp-sc (match-all)
      0 packets
      Match: access-group name system-cpp-dhcp-sc

    Class-map: system-cpp-dhcp-ss (match-all)
      0 packets
      Match: access-group name system-cpp-dhcp-ss

Class-map: telnet-class (match-all)
      92 packets
      Match: access-group 140
      police:
          cir 32000 bps, bc 1500 bytes
        conformed 5932 bytes; actions:
          transmit 
        exceeded 0 bytes; actions:
          drop 
        conformed 0000 bps, exceed 0000 bps

Class-map: class-default (match-any)
      0 packets
      Match: any
        0 packets
Switch#

コントロール プレーンのカウンタをクリアするには、clear control-plane * コマンドを実行します。

Switch# clear control-plane *
Switch#

すべての CoPP アクセス リスト情報を表示するには、show access-lists コマンドを実行します。

Switch# show access-lists
Extended IP access list system-cpp-all-routers-on-subnet
10 permit ip any host 224.0.0.2
Extended IP access list system-cpp-all-systems-on-subnet
10 permit ip any host 224.0.0.1
Extended IP access list system-cpp-dhcp-cs
10 permit udp any eq bootpc any eq bootps Extended IP access list 
system-cpp-dhcp-sc
10 permit udp any eq bootps any eq bootpc Extended IP access list 
system-cpp-dhcp-ss
10 permit udp any eq bootps any eq bootps Extended IP access list 
system-cpp-igmp
10 permit igmp any 224.0.0.0 31.255.255.255 Extended IP access list 
system-cpp-ip-mcast-linklocal
10 permit ip any 224.0.0.0 0.0.0.255 Extended IP access list 
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system-cpp-ospf
10 permit ospf any 224.0.0.0 0.0.0.255 Extended IP access list 
system-cpp-pim
10 permit pim any 224.0.0.0 0.0.0.255 Extended IP access list 
system-cpp-ripv2
10 permit ip any host 224.0.0.9
Extended MAC access list system-cpp-bpdu-range
permit any 0180.c200.0000 0000.0000.000f Extended MAC access list 
system-cpp-cdp
permit any host 0100.0ccc.cccc
Extended MAC access list system-cpp-cgmp
permit any host 0100.0cdd.dddd
Extended MAC access list system-cpp-dot1x
permit any host 0180.c200.0003
system-cpp-sstp
permit any host 0100.0ccc.cccd

CoPP アクセス リストを 1 つだけ表示するには、show access-lists system-cpp-cdp コマンドを実行し

ます。

Switch# show access-list system-cpp-cdp
Extended MAC access list system-cpp-cdp
permit any host 0100.0ccc.cccc
Switch#

レイヤ 2 制御パケット QoS の設定
レイヤ 2 制御パケット QoS では、物理ポートまたは LAN に到着した制御パケットのポリシングが行え

ます。

ここでは、次の内容について説明します。

• 「レイヤ 2 制御パケット QoS の概要」（P.48-11）

• 「デフォルト設定」（P.48-12）

• 「レイヤ 2 制御パケット QoS のイネーブル化」（P.48-12）

• 「レイヤ 2 制御パケット QoS のディセーブル化」（P.48-13）

• 「レイヤ 2 制御パケット QoS の設定例」（P.48-15）

• 「レイヤ 2 制御パケット QoS の注意事項および制約事項」（P.48-16）

レイヤ 2 制御パケット QoS の概要

パケットが CPU に到達する前に特定のポートの STP、CDP、VTP、SSTP、BPDU、EAPOL、および 
LLDP などの着信レイヤ 2 制御パケットをポリシングする場合があります。これは集約トラフィックが

（CoPP の使用により）ポリシングを受ける前に 初の防御として役立つ可能性があります。デフォル

トでは、ポリサーは入力方向のレイヤ 2 制御パケットには適用できません。これは、ユーザが重要なレ

イヤ 2 制御パケットを誤ってポリシングしたりドロップしたりしないようにします。

このアプローチは間違って制御パケットをポリシングするユーザを保護する一方、より深刻な問題が生

じます。レイヤ 2 制御パケットのフラッディングが、DoS 攻撃が原因で、または設定ミスのためカス

タマー ネットワーク内で発生するループが原因で非常に高いレートでスイッチ インターフェイスのい

ずれかにおいて受信された場合、CPU 使用率が急速に増加する可能性があります。これは、プロトコ

ルのキープアライブおよびルーティング プロトコル アップデートの喪失など、悪影響をもたらす場合

があります。レイヤ 2 制御パケットの QoS 機能では、入力方向のポート、VLAN、またはポート 
VLAN レベルでレイヤ 2 制御パケットをポリシングすることができます。
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デフォルト設定

レイヤ 2 制御パケット QoS はデフォルトでディセーブルです。

レイヤ 2 制御パケット QoS のイネーブル化

レイヤ 2 制御パケット QoS をイネーブルにするには、次の作業を行います。

表 48-1 に、この機能で影響を受けるパケットのタイプを示します。

次に、CDP パケットに対して QoS をイネーブルにし、インターフェイス gi3/1 および VLAN 1 に到着

する CDP パケットにポリサーを適用する例を示します。

Switch# config terminal
Switch(config)# qos control-packets cdp-vtp
Switch(config)# end
Switch# show run | inc qos control-packets
qos control-packets cdp-vtp
Switch# show class-map
Class Map match-any system-control-packet-cdp-vtp (id 1)

   Match access-group name system-control-packet-cdp-vtp

Create a policy map and attach it to interface gi3/1 , vlan 1
Switch# config terminal
Switch(config)# policy-map police_cdp
Switch(config-pmap)# class system-control-packet-cdp-vtp
Switch(config-pmap-c)# police 32k
Switch(config-pmap-c)# end

Switch(config)# interface gi3/1

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configuration interface コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# [no] qos control-packets 
[bpdu-range | cdp-vtp | eapol | sstp | 
protocol-tunnel | lldp]

すべてまたは特定のパケット タイプの QoS をイネーブ

ルにします。

すべてまたは特定のパケット タイプの QoS をディセー

ブルにするには、no キーワードを使用します。

ステップ 3 Switch(config)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 4 Switch# show run | inc qos control-packets 設定を確認します。

表 48-1 パケット タイプと作用対象のアドレス範囲

機能をイネーブルにするパケットのタイプ 機能が作用するアドレス範囲

BPDU 範囲 0180.C200.0000 BPDU

0180.C200.0002 OAM, LACP

0180.C200.0003 EAPOL

CDP-VTP 0100.0CCC.CCCC

SSTP 0100.0CCC.CCCD

LLDP 0180.C200.000E
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Switch(config-if)# vlan 1
Switch(config-if-vlan-range)# service-policy in police_cdp
Switch(config-if-vlan-range)# exit
Switch(config-if)# exit
Switch(config)# exit
Switch# show policy-map interface gi3/1

GigabitEthernet3/1 vlan 1 

  Service-policy input: police_cdp

    Class-map: system-control-packet-cdp-vtp (match-any)
      0 packets
      Match: access-group name system-control-packet-cdp-vtp
        0 packets
      police:
          cir 32000 bps, bc 1500 bytes
        conformed 0 packets, 0 bytes; actions:
          transmit 
        exceeded 0 packets, 0 bytes; actions:
          drop 
        conformed 0000 bps, exceed 0000 bps

    Class-map: class-default (match-any)
      0 packets 

レイヤ 2 制御パケット QoS のディセーブル化

no qos control-packets コマンドでは、すべてのパケット タイプに関する QoS がディセーブルになり

ます。

次に、QoS をすべてのパケット タイプに関してイネーブルにし、その後で CDP パケットの QoS を
ディセーブルにする例を示します。

Switch# show running-configuration | include qos control-packets
qos control-packets bpdu-range
qos control-packets cdp-vtp
qos control-packets lldp
qos control-packets eapol
qos control-packets sstp
qos control-packets protocol-tunnel

（注） すべての制御パケット（CDP および VTP、BPDU 範囲、SSTP、LLDP、プロトコル トンネリング）

がイネーブルにされている場合、qos control-packets だけが NVGEN に格納されます。前の出力で示

された個々のプロトコル名は、一部の制御パケットが設定されている場合にだけ NVGEN に格納され

ます。

Switch# config terminal
Switch(config)# no qos control-packets cdp-vtp
Switch(config)# end
Switch# show running-configuration | include qos control-packets
qos control-packets bpdu-range
qos control-packets lldp
qos control-packets sstp
qos control-packets protocol-tunnel
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レイヤ 2 制御パケット QoS の設定

（注） 指定されたプロトコル タイプに対してこの機能を設定解除すると、そのプロトコル タイプを処理する

ユーザ設定ポリシーがただちに無効な状態になります。TCAM リソースを保存するには、MACL およ

びクラス マップ（自動生成またはユーザ定義）のほかポリシーを削除します。

（注） インターフェイスがダウン ステートの場合、TCAM リソースは消費されません。

表 48-2 に、対応するパケット タイプの機能をイネーブルにすると作成される自動生成の MACL とク

ラス マップを示します。

表 48-2 パケット タイプおよび自動生成 MACL/クラス マップ

パケット タイプ 自動生成 MACL/クラス マップ

BPDU 範囲 mac access-list extended system-control-packet-bpdu-range 

permit any 0180.c200.0000 0000.0000.000c 

class-map match-any system-control-packet-bpdu-range 

match access-group name system-control-packet-bpdu-range

SSTP mac access-list extended system-control-packet-sstp 

permit any host 0100.0ccc.cccd 

class-map match-any system-control-packet-sstp 

match access-group name system-control-packet-sstp

CDP-VTP mac access-list extended system-control-packet-cdp-vtp 

permit any host 0100.0ccc.cccc 

class-map match-any system-control-packet-cdp-vtp 

match access-group name system-control-packet-cdp-vtp

EAPOL mac access-list extended system-control-packet-eapol

permit any any 0x888E

class-map match-any system-control-packet-eapol

match access-group name system-control-packet-eapol

LLDP mac access-list extended system-control-packet-lldp 

permit any host 0180.c200.000e

class-map match-any system-control-packet-lldp 

match access-group name system-control-packet-lldp

PROTOCOL 
TUNNEL 

mac access-list extended system-control-packet-protocol-tunnel 

permit any host 0100.0ccd.cdd0 

class-map match-any system-control-packet-protocol-tunnel

match access-group name system-control-packet-protocol-tunnel
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レイヤ 2 制御パケット QoS の設定

レイヤ 2 制御パケット QoS の設定例

CPU に対する DoS 攻撃を防ぐために CoPP およびレイヤ 2 制御パケット QoS を一緒に使用できます。

次の例では、インターフェイス gi3/1、VLAN 1 および VLAN 2 に到着する BPDU は、32 kbps と 34 
kbps にそれぞれ制限されます。CPU への集約 BPDU トラフィックは、CoPP を使用して 50 kbps にさ

らにレート制限されます。

Switch(config)# qos control-packets
Switch(config)# policy-map police_bpdu_1
Switch(config-pmap)# class system-control-packet-bpdu-range
Switch(config-pmap-c)# police 32k 1000
Switch(config-pmap-c-police)# exit
Switch(config-pmap-c)# exit
Switch(config-pmap)# policy-map police_bpdu_2
Switch(config-pmap)# class system-control-packet-bpdu-range
Switch(config-pmap-c)# police 34k
Switch(config-pmap-c-police)# exit

レイヤ 2 制御パケット QoS の設定

Switch(config)# interface gi3/1
Switch(config-if)# vlan-range 1
Switch(config-if-vlan-range)# service-policy in police_bpdu_1
Switch(config-if-vlan-range)# exit
Switch(config-if)# interface gi3/2
Switch(config-if)# vlan-range 2
Switch(config-if-vlan-range)# service-policy in police_bpdu_1
Switch(config-if-vlan-range)# exit

コントロール プレーン ポリシーの設定

Switch(config)# macro global apply system-cpp
Switch(config)# policy-map system-cpp-policy
Switch(config-pmap)# class system-cpp-bpdu-range
Switch(config-pmap-c)# police 50k
Switch(config-pmap-c-police)# exit
Switch(config-pmap-c)# exit

（注） ポリサー リソースの消費を減らすために、ポートまたは VLAN のグループに適用された名前付き集約

ポリサーを使用するともできます。

（注） システムによって自動生成したクラス マップおよび MACL を変更しないでください。この処理によっ

て、実行コンフィギュレーションがファイルから更新されたとき、またはスイッチのリロードの際に、

予期しない動作が起きる可能性があります。

システム生成クラス マップまたは MACL を調整または変更するには、ユーザ定義クラス マップおよび 
MACL を適用します。

（注） ユーザ定義クラス マップ名はプレフィックス system-control-packet で開始する必要があります。そう

しないと、特定のハードウェア（Catalyst 4924、Catalyst 4948、Catalyst 4948-10GE、Supervisor 
Engine II-Plus、Supervisor Engine II+10GE、Supervisor Engine V、Supervisor Engine V-10GE）は、

設定された QoS アクションを実行しない可能性があります。

たとえば、次に示すのは、プレフィックス system-control-packet で始まるため、レイヤ 2 制御パケッ

トをポリシングするための有効なユーザ定義クラス マップ名です。

system-control-packet-bpdu1
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レイヤ 2 制御パケット QoS の設定

system-control-packet-control-packet

このような制限はユーザ定義 MACL（アクセス グループ）に使用する名前にはありません。

次の例は、EAPOL と BPDU パケットを識別するユーザ定義のクラス マップおよび MACL を作成する

方法を示します。自動生成された system-control-packet-bpdu の範囲が 3 パケット タイプ（BPDU、

EAPOL と OAM）と一致するため、このトラフィック クラスをポリシングすると 3 つすべてのパケッ

ト タイプに影響します。異なるレートで BPDU と EAPOL パケットをポリシングするには、次のよう

にユーザ定義 MACL およびクラス マップを設定します。

Switch(config)# mac access-list extended system-control-packet-bpdu
Switch(config-ext-macl)# permit any host 0180.c200.0000
Switch(config-ext-macl)# exit
Switch(config)# class-map match-any system-control-packet-bpdu
Switch(config-cmap)# match access-group name system-control-packet-bpdu
Switch(config-cmap)# exit

Switch(config)# mac access-list extended system-control-packet-eapol
Switch(config-ext-macl)# permit any host 0180.c200.0003
Switch(config-ext-macl)# exit
Switch(config)# class-map match-any system-control-packet-eapol
Switch(config-cmap)# match access-group name system-control-packet-eapol
Switch(config-cmap)# exit

レイヤ 2 制御パケット QoS の注意事項および制約事項

レイヤ 2 制御パケット QoS を使用（または設定）するときは、次の注意事項および制約事項を考慮し

てください。

• レイヤ 2 制御パケット QoS をイネーブルにすると、スイッチのすべてのポートに適用されます。

レイヤ 2 制御パケットが、ポートまたは VLAN に付加するポリシーで明示的に分類されていない

場合は、class-default のアクションが通常の QoS ルールに従って適用します。

• 制御パケットと一致する分類子をポリシー マップの冒頭に置き、後に他のトラフィック クラスを

続けて、レイヤ 2 制御パケットが誤った QoS アクションの対象にならないようにします。

• デフォルト クラス（class-default）のアクションの適用は、スーパーバイザ エンジンのタイプに

よって異なります。

– NetFlow がサポートされている Supervisor Engine V-10GE：class-default に関連付けられたア

クションは、一致しない制御パケットに適用されません。デフォルトの許可アクションが適用

されます。system-control-packet で始まるクラス マップに関連付けるアクションだけが制御

パケットに適用されます。

– 他のすべてのスーパーバイザ エンジン：class-default に関連付けられたアクションは、一致し

ない制御パケットに適用されます。

• BPDU 範囲の機能をイネーブルにすると、EAPOL パケットは 初の 802.1X 認証フェーズが完了

した後で初めてポリシングされます。
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IPv6 制御トラフィックのポリシング

IPv6 制御トラフィックのポリシング
Catalyst 4900M、Catalyst 4948E、Supervisor Engine 6-E、および Supervisor Engine 6L-E では、

OSPF、PIM および MLD などの IPv6 制御パケットは、そのようなトラフィックを分類するように 
IPv6 ACL を設定してから、そのようなトラフィックをポリシングするための QoS ポリシーを適用す

ることで、物理ポート、VLAN、またはコントロール プレーンでポリシングできます。

次の例は、ポートで受信される OSPFv6、PIMv6 および MLD の制御トラフィックをポリシングする方

法を示します。

次に、宛先 IP v6 アドレスで OSPFv6 制御パケットを識別するようにトラフィック クラスを設定する

例を示します。

Switch# config terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)# ipv6 access-list ospfv6
Switch(config-ipv6-acl)# permit ipv6 any host ff02:5
Switch(config-ipv6-acl)# exit
Switch(config)# class-map ospfv6Class
Switch(config-camp)# match access-group name ospfv6
Switch(config-camp)# exit

次に、宛先 IPv6 アドレスによって PIMv6 制御パケットを識別するようにトラフィック クラスを設定

する例を示します。

Switch(config)# ipv6 access-list pimv6
Switch(config-ipv6-acl)# permit ipv6 any host ff02::d
Switch(config-ipv6-acl)# exit
Switch(config)# class-map pimv6Class            
Switch(config-cmap)# match access-group name pimv6   
Switch(config-cmap)# exit

次の例では、MLD プロトコル制御パケットを識別するようにトラフィック クラスを設定する方法を示

します。

Switch(config)# ipv6 access-list mldv1
Switch(config-ipv6-acl)# permit icmp any any mld-query
Switch(config-ipv6-acl)# permit icmp any any mld-report
Switch(config-ipv6-acl)# permit icmp any any mld-reduction 
Switch(config-ipv6-acl)# exit
Switch(config)# class-map mldClass
Switch(config-cmap)# match access-group name mldv1
Switch(config-cmap)# exit

次に、OSPFv6、PIMv6 および MLD トラフィック クラスをポリシングするように QoS ポリシーを設

定する例を示します。

Switch(config)# policy-map v6_control_packet_policy
Switch(config-pmap)# class mldClass
Switch(config-pmap-c)# police 32k
Switch(config-pmap-c-police)# class ospfv6Class
Switch(config-pmap-c)# police 32k       
Switch(config-pmap-c)# class pimv6Class
Switch(config-pmap-c)# police 32k      
Switch(config-pmap-c-police)# exit
Switch(config-pmap-c)# exit
Switch(config-pmap)# exit
Switch(config)# exit
Switch# show policy-map 

Policy Map v6_control_packet_policy
    Class mldClass
     police cir 32000 bc 1500
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IPv6 制御トラフィックのポリシング

       conform-action transmit 
       exceed-action drop 
    Class ospfv6Class
     police cir 32000 bc 1500
       conform-action transmit 
       exceed-action drop 
    Class pimv6class
     police cir 32000 bc 1500
       conform-action transmit 
       exceed-action drop 

入力方向のインターフェイス gi2/2 に対するポリシー設定の例を次に示します。

Switch# config terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)# interface gi2/2
Switch(config-if)# service-policy in v6_control_packet_policy
Switch(config-if)# exit
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ダイナミック ARP インスペクションの設定

この章では、Catalyst 4500 シリーズ スイッチ上でダイナミック ARP インスペクション（DAI）を設

定する方法について説明します。

この章の主な内容は、次のとおりです。

• 「ダイナミック ARP インスペクションについて」（P.49-1）

• 「ダイナミック ARP インスペクションの設定」（P.49-5）

（注） この章で使用するスイッチ コマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL で『Cisco 
Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』と関連資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products//hw/switches/ps4324/index.html

『Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』に掲載されていないコマンドについては、より詳

細な Cisco IOS ライブラリを参照してください。次の URL でCisco IOS コマンド リファレンスと関連

資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html

ダイナミック ARP インスペクションについて
DAI は、ネットワークのアドレス解決プロトコル（ARP）パケットを確認するセキュリティ機能です。

DAI によって、ネットワーク管理者は、無効な MAC/IP アドレスのペアを持つ ARP パケットを代行受

信、記録、およびドロップすることができます。この機能は、特定の「man-in-the-middle」攻撃から

ネットワークを保護します。

ここでは、次の内容について説明します。

• 「ARP キャッシュ ポイズニング」（P.49-2）

• 「DAI の目的」（P.49-2）

• 「インターフェイスの信頼状態、セキュリティ適用範囲、およびネットワークの構成」（P.49-3）

• 「スタティック バインディング DHCP スヌーピングのエントリの相対的なプライオリティ」

（P.49-4）

• 「ドロップされたパケットのロギング」（P.49-4）

• 「ARP パケットのレート制限」（P.49-4）

• 「ポート チャネル機能」（P.49-5）

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html
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ダイナミック ARP インスペクションについて

ARP キャッシュ ポイズニング

ARP キャッシュを「ポイズニング」することによって、レイヤ 2 ネットワークに接続されたホスト、

スイッチおよびルータを攻撃できます。たとえば、悪意のあるユーザが、サブネットに接続されたシス

テムの ARP キャッシュをポイズニングすることによって、サブネットの他のホストに向けられたトラ

フィックを代行受信する可能性があります。

図 49-1 には、キャッシュ ポイズニングの例を示します。

図 49-1 ARP キャッシュ ポイズニング

ホスト HA、HB、HC は、スイッチのインターフェイス A、B、C に接続されており、すべてが同一の

サブネット上にあります。それぞれの IP アドレスと MAC アドレスは、カッコ内に表示されています。

たとえば、ホスト HA は、IP アドレス IA と MAC アドレス MA を使用します。HA が IP レイヤの HB 
と通信する必要がある場合、HA は IB に対応付けられた MAC アドレスの ARP 要求をブロードキャス

トします。HB が ARP 要求を受信するとすぐに、HB の ARP キャッシュに、IP アドレス IA および 
MAC アドレス MA を持つホストの ARP バインディングが入力されます。HB が HA に応答すると、

HA の ARP キャッシュに IP アドレス IB と MAC アドレス MB を持つホストのバインディングが入力

されます。

ホスト HC は、IP アドレス IA（または IB）と MAC アドレス MC のホストのバインディングを持つ 
ARP 応答を偽造してブロードキャストすることによって、HA と HB の ARP キャッシュを「ポイズニ

ング」できます。ARP キャッシュがポイズニングされたホストは、IA または IB 宛てのトラフィック

に、宛先 MAC アドレスとして MAC アドレス MC を使用します。つまり、HC はこのトラフィックを

代行受信します。HC は IA と IB に対応付けられた正しい MAC アドレスを知っているため、正しい 
MAC アドレスを宛先として使用するこれらのホストに代行受信されたトラフィックを転送できます。

HC は、HA から HB へのトラフィック ストリームにそれ自身を割り込ませたことになります。これは

典型的な「man in the middle」攻撃です。

DAI の目的

ARP のポイズニング攻撃を防止するには、スイッチは有効な ARP 要求および応答だけがリレーされる

ことを確認する必要があります。DAI は、すべての ARP 要求と応答を代行受信することによってこれ

らの攻撃を防ぎます。代行受信された各パケットは、ローカル ARP キャッシュが更新される前、また

はパケットが適切な宛先に転送される前に、有効な MAC/IP アドレスのバインディングと照合されま

す。無効な ARP パケットはドロップされます。

DAI は、ARP パケットの有効性を、信頼性のあるデータベースに格納された有効な MAC/IP アドレス

のバインディングに基づいて判別します。このデータベースは、Dynamic Host Configuration Protocol
（DHCP）スヌーピングが VLAN および該当するスイッチでイネーブルにされている場合に、DHCP ス
ヌーピングの実行時に作成されます。さらに、DAI は、静的に設定された IP アドレスを使用するホス

トを処理するために、ユーザが設定した ARP アクセス コントロール リスト（ACL）と ARP パケット

を照合できます。

A B

C

HA
IA MA

HB
IB MB

HC
IC MC 94

07
2
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ダイナミック ARP インスペクションについて

パケットの IP アドレスが無効である場合、または ARP パケットの本体にある MAC アドレスがイーサ

ネット ヘッダーに指定されたアドレスと一致しない場合に、ARP パケットをドロップするように DAI 
を設定することもできます。

インターフェイスの信頼状態、セキュリティ適用範囲、およびネットワー
クの構成

DAI は、システム上の各インターフェイスに信頼状態を対応付けます。信頼できるインターフェイス

に着信するパケットは、すべての DAI 確認検査を迂回します。信頼できないインターフェイスに着信

するパケットは、DAI 確認処理を受けます。DAI の一般的なネットワーク構成では、ホスト ポートに

接続されたすべてのポートは、untrusted（信頼できない）に設定されます。スイッチに接続されたす

べてのポートは、trusted（信頼できる）に設定されています。この設定では、所定のスイッチからネッ

トワークに入ったすべての ARP パケットはセキュリティ チェックを通過します。

図 49-2 DAI 対応 VLAN における ARP パケットの確認

信頼状態の設定は、慎重に使用してください。信頼すべきインターフェイスを信頼できないインター

フェイスとして設定すると、接続が失われる場合があります。S1 と S2（図 49-2 を参照）の両方が、

H1 と H2 を保持する VLAN ポート上で DAI を実行していると仮定し、H1 と H2 が S1 に接続された 
DHCP サーバからの IP アドレスを取得する場合には、S1 だけが IP を H1 の MAC アドレスにバイン

ドします。S1 と S2 の間のインターフェイスが untrusted の場合、H1 からの ARP パケットが S2 でド

ロップされます。この状態では、H1 と H2 の間の接続が失われます。

実際には信頼できないインターフェイスを信頼できるインターフェイスとして設定すると、ネットワー

ク内にセキュリティ ホールが生じます。S1 が DAI を実行していない場合は、H1 は簡単に S2 の ARP
（および ISL（スイッチ間リンク）が trusted に設定されている場合の H2）をポイズニングできます。

この状態は、S2 が DAI を実行していても発生します。

DAI は、DAI を実行するスイッチに接続された（信頼できないインターフェイス上の）ホストが、

ネットワークのその他のホストの ARP キャッシュをポイズニングしないようにします。ただし、ネッ

トワークのその他の部分からのホストが、接続されているホストのキャッシュをポイズニングしないと

は限りません。

VLAN の一部のスイッチが DAI を実行して、残りのスイッチが DAI を実行しないケースに対処するに

は、このようなスイッチを接続するインターフェイスを untrusted に設定する必要があります。ただ

し、DAI 非対応スイッチからのパケットのバインディングを確認するには、DAI を実行するスイッチ

に ARP ACL が設定されている必要があります。このようなバインディングを判別できない場合は、

DAI を実行するスイッチを DAI 非対応スイッチからレイヤ 3 で分離する必要があります。

DHCP 

 S1  S2

 H1  H2

Fa6/4 Fa3/4

Fa6/3 Fa3/3

94
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5
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（注） DHCP サーバおよびネットワークの設定によって、VLAN 内のすべてのスイッチ上で所定の ARP パ
ケットの確認が実行できない場合があります。

スタティック バインディング DHCP スヌーピングのエントリの相対的なプ
ライオリティ

前述したように、DAI は DHCP スヌーピングを通じて、有効な MAC/IP アドレスのバインディングの

データベースを入力します。また、ARP パケットを静的に設定された ARP ACL と照合します。ここ

で注意する必要があるのは、ARP ACL が DHCP スヌーピング データベースのエントリより優先され

るということです。ARP パケットは 初に、ユーザが設定した ARP ACL と比較されます。ARP ACL 
が ARP パケットを拒否した場合、DHCP スヌーピングによって入力されたデータベースに有効なバイ

ンディングが存在する場合でも、パケットが拒否されます。

ドロップされたパケットのロギング

スイッチがパケットをドロップすると、ログ バッファにエントリが記録され、その割合に応じて、シ

ステム メッセージが生成されます。メッセージの生成後、スイッチにより、ログ バッファからこのエ

ントリが消去されます。各ログ エントリには、受信側の VLAN、ポート番号、送信元および宛先 IP ア
ドレス、送信元および宛先 MAC アドレスといったフロー情報が含まれます。

ip arp inspection log-buffer グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、バッファ内の

エントリ数や、システム メッセージ生成までの指定のインターバルに必要なエントリ数を設定します。

記録されるパケットの種類を指定するには、ip arp inspection vlan logging グローバル コンフィギュ

レーション コマンドを使用します。設定の詳細については、「ログ バッファの設定」（P.49-14）を参照

してください。

ARP パケットのレート制限

DAI は CPU で確認検査を行うので、DoS 攻撃（サービス拒絶攻撃）を防ぐために着信 ARP パケット

数がレート制限されています。デフォルトでは、信頼できないインターフェイスのレートは 15 pps に
設定されており、信頼できるインターフェイスにはレート制限がありません。着信 ARP パケットの

レートが設定された制限を超える場合は、ポートが errdisable ステートに置かれます。管理者が介入す

るまで、ポートはそのままの状態です。errdisable recovery グローバル コンフィギュレーション コマ

ンドにより、errdisable 回復をイネーブルにして、ポートが指定のタイムアウト時間の経過後自動的に

このステートから回復できるようにします。

インターフェイスに着信する ARP 要求および ARP 応答のレートを制限するには、ip arp inspection 
limit グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。レート制限がインターフェイス上に

明示的に設定されていない限り、インターフェイスの信頼状態を変更すると、その信頼状態のデフォル

ト値のレート制限に変更されます。つまり、信頼できないインターフェイスは 15 pps で、信頼できる

インターフェイスは無制限になります。レート制限が明示的に設定されると、信頼状態が変更されても

インターフェイスはそのレート制限を保持します。rate limit コマンドの no 形式が適用されると、イ

ンターフェイスはいつでもデフォルトのレート制限値に戻ります。設定の詳細については、「着信 ARP 
パケットのレート制限」（P.49-16）を参照してください。
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（注） DAI がイネーブルの場合、すべての ARP パケットは、CPU によって転送されます（ソフトウェア転

送、スロー パス）。このメカニズムでは、パケットが複数ポートを介して送信されるときに、CPU に
より、出力ポートと同数のパケットのコピーを作成する必要があります。出力ポート数が CPU の係数

ファクタになります。QoS ポリシングが、CPU によって転送された出力パケット上で適用される場合、

QoS は CPU でも適用される必要があります。（ハードウェア転送パスは、CPU によって生成されたパ

ケットではオフのため、CPU によって生成されたパケットについて、ハードウェアでは QoS を適用す

ることはできません）。両方のファクタは、CPU の使用率レベルを非常に高くする可能性があります。

ポート チャネル機能

所定の物理ポートは、物理ポートとチャネルの信頼状態が一致した場合にだけチャネルに加入できま

す。一致しなければ、物理ポートがチャネルで中断されたままの状態になります。チャネルは、チャネ

ルに加入した 初の物理ポートの信頼状態を継承します。したがって、 初の物理ポートの信頼状態

は、チャネルの信頼状態と一致する必要はありません。

反対に、信頼状態がチャネル上で変更された場合は、新しい信頼状態がチャネルを構成するすべての物

理ポート上に設定されます。

ポート チャネル上のレート制限確認は、他とは異なります。物理ポート上の着信パケットのレートは、

物理ポートの設定ではなく、ポート チャネルの設定と照合されます。

ポート チャネル上のレート制限設定は、物理ポートの設定に依存しません。

レート制限は、すべての物理ポートで累積されます。つまり、ポート チャネル上の着信パケットの

レートは、すべての物理ポートにおけるレートの合計と等しくなります。

トランク上の ARP パケットにレート制限を設定する場合、1 つの VLAN 上の高いレート制限によっ

て、ポートがソフトウェアによって errdisable にされたときに、その他の VLAN に DoS 攻撃が行われ

る原因になる可能性がある、VLAN 集約を計上する必要があります。同様に、ポート チャネルが 
errdisable の場合、1 つの物理ポート上の高いレート制限は、チャネル内の他のポートを停止させる原

因になります。

ダイナミック ARP インスペクションの設定
ここでは、スイッチで DAI を設定する方法について説明します。

• 「DHCP 環境でのダイナミック ARP インスペクションの設定」（P.49-5）（必須）

• 「DAI の設定例」（P.49-7）

• 「非 DHCP 環境での ARP ACL の設定」（P.49-11）（任意）

• 「ログ バッファの設定」（P.49-14）（任意）

• 「着信 ARP パケットのレート制限」（P.49-16）（任意）

• 「確認検査の実行」（P.49-19）（任意）

DHCP 環境でのダイナミック ARP インスペクションの設定

この手順では、2 つのスイッチがダイナミック ARP インスペクションをサポートしているときに、こ

の機能を設定する方法を示します。図 49-3 に示すとおり、ホスト 1 はスイッチ A に、ホスト 2 はス

イッチ B に接続されています。両方のスイッチは、これらのホストが置かれている VLAN 100 上で 
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DAI を実行しています。DHCP サーバはスイッチ A に接続されています。両方のホストは、同一の 
DHCP サーバから IP アドレスを取得します。スイッチ A にはホスト 1 のバインディングがあり、ス

イッチ B にはホスト 2 のバインディングがあります。

図 49-3 DAI をイネーブルにした VLAN での ARP パケット検証

（注） DAI では、DHCP スヌーピング バインディング データベース内のエントリを使用して、着信 ARP 要
求および ARP 応答内の IP アドレスと MAC アドレスのバインディングを確認します。IP アドレスが

動的に割り当てられた ARP パケットを許可するには、DHCP スヌーピングを必ずイネーブルにしてく

ださい。設定情報については、第 50 章「DHCP スヌーピング、IP ソース ガード、およびスタティッ

ク ホストの IPSG の設定」を参照してください。

スイッチの 1 つだけがこの機能をサポートしている場合に DAI を設定する方法の詳細については、「非 
DHCP 環境での ARP ACL の設定」（P.49-11）を参照してください。

DAI を設定するには、両方のスイッチで次の作業を行います。

DHCP 

 A  B

 1  2

 1  3

11
17

51

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# show cdp neighbors スイッチ間の接続を確認します。

ステップ 2 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 3 Switch(config)# [no] ip arp inspection vlan 
vlan-range

VLAN 単位で DAI をイネーブルにします。デフォルトでは、

すべての VLAN でDAI はディセーブルです。

DAI をディセーブルにするには、no ip arp inspection vlan 
vlan-range グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用

します。

vlan-range には、VLAN ID 番号で識別された単一の VLAN、

ハイフンで区切られた範囲の VLAN、またはカンマで区切られ

た一連の VLAN を指定できます。指定できる範囲は 1 ～ 4094 
です。

両方のスイッチに同じ VLAN ID を指定します。

ステップ 4 Switch(config)# interface interface-id 他のスイッチに接続されるインターフェイスを指定して、イン

ターフェイス コンフィギュレーション モードを開始します。
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DAI の設定例

次の例では、VLAN 100 のスイッチ A で DAI を設定する方法を示します。スイッチ B でも同様の手順

を実行します。

スイッチ A

SwitchA# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone

Device ID            Local Intrfce         Holdtme   Capability    Platform   Port ID
SwitchB             Gig 3/48              179           R S I     WS-C4506  Gig 3/46
SwitchA# configure terminal
SwitchA(config)# ip arp inspection vlan 100
SwitchA(config)# interface g3/48
SwitchA(config-if)# ip arp inspection trust
SwitchA(config-if)# end
SwitchA# show ip arp inspection interfaces

 Interface        Trust State     Rate (pps)    Burst Interval
 ---------------  -----------     ----------    --------------
 Gi1/1            Untrusted               15                 1

ステップ 5 Switch(config-if)# ip arp inspection trust スイッチ間の接続を trusted に設定します。

インターフェイスを信頼できない状態に戻すには、 
no ip arp inspection trust インターフェイス コンフィギュレー

ション コマンドを使用します。

デフォルトでは、すべてのインターフェイスは信頼できません。

スイッチは、信頼できるインターフェイスにあるもう 1 つのス

イッチから受信した ARP パケットは確認しません。スイッチ

は、パケットを転送します。

信頼できないインターフェイスでは、スイッチはすべての ARP 
要求と応答を代行受信します。ルータは、代行受信されたパ

ケットが有効な IP-to-MAC アドレス バインディングを持つこ

とを確認してから、ローカル キャッシュを更新するか、適切な

宛先にパケットを転送します。スイッチは、無効なパケットを

破棄し、それらを 
ip arp inspection vlan logging グローバル コンフィギュレー

ション コマンドで指定されたロギング設定に従ってログ バッ

ファに記録します。詳細については、「ログ バッファの設定」

（P.49-14）を参照してください。

ステップ 6 Switch(config-if)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 7 Switch# show ip arp inspection interfaces
Switch# show ip arp inspection vlan 
vlan-range

DAI の設定を確認します。

ステップ 8 Switch# show ip dhcp snooping binding DHCP バインディングを確認します。

ステップ 9 Switch# show ip arp inspection statistics 
vlan vlan-range

DAI の統計情報を確認します。

ステップ 10 Switch# copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 目的
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 Gi1/2            Untrusted               15                 1
 Gi3/1            Untrusted               15                 1
 Gi3/2            Untrusted               15                 1
 Gi3/3            Untrusted               15                 1
 Gi3/4            Untrusted               15                 1
 Gi3/5            Untrusted               15                 1
 Gi3/6            Untrusted               15                 1
 Gi3/7            Untrusted               15                 1
 Gi3/8            Untrusted               15                 1
 Gi3/9            Untrusted               15                 1
 Gi3/10           Untrusted               15                 1
 Gi3/11           Untrusted               15                 1
 Gi3/12           Untrusted               15                 1
 Gi3/13           Untrusted               15                 1
 Gi3/14           Untrusted               15                 1
 Gi3/15           Untrusted               15                 1
 Gi3/16           Untrusted               15                 1
 Gi3/17           Untrusted               15                 1
 Gi3/18           Untrusted               15                 1
 Gi3/19           Untrusted               15                 1
 Gi3/20           Untrusted               15                 1
 Gi3/21           Untrusted               15                 1
 Gi3/22           Untrusted               15                 1
 Gi3/23           Untrusted               15                 1
 Gi3/24           Untrusted               15                 1
 Gi3/25           Untrusted               15                 1
 Gi3/26           Untrusted               15                 1
 Gi3/27           Untrusted               15                 1
 Gi3/28           Untrusted               15                 1
 Gi3/29           Untrusted               15                 1
 Gi3/30           Untrusted               15                 1
 Gi3/31           Untrusted               15                 1
 Gi3/32           Untrusted               15                 1
 Gi3/33           Untrusted               15                 1
 Gi3/34           Untrusted               15                 1
 Gi3/35           Untrusted               15                 1
 Gi3/36           Untrusted               15                 1
 Gi3/37           Untrusted               15                 1
 Gi3/38           Untrusted               15                 1
 Gi3/39           Untrusted               15                 1
 Gi3/40           Untrusted               15                 1
 Gi3/41           Untrusted               15                 1
 Gi3/42           Untrusted               15                 1
 Gi3/43           Untrusted               15                 1
 Gi3/44           Untrusted               15                 1
 Gi3/45           Untrusted               15                 1
 Gi3/46           Untrusted               15                 1
 Gi3/47           Untrusted               15                 1
 Gi3/48           Trusted               None               N/A

SwitchA# show ip arp inspection vlan 100
Source Mac Validation      : Disabled
Destination Mac Validation : Disabled
IP Address Validation      : Disabled

 Vlan     Configuration    Operation   ACL Match          Static ACL
 ----     -------------    ---------   ---------          ----------
  100     Enabled          Active

 Vlan     ACL Logging      DHCP Logging
 ----     -----------      ------------
  100     Deny             Deny
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SwitchA# show ip dhcp snooping binding
MacAddress          IpAddress        Lease(sec)  Type           VLAN  Interface
------------------  ---------------  ----------  -------------  ----  --------------------
00:01:00:01:00:01   170.1.1.1        3597        dhcp-snooping  100   GigabitEthernet3/27
Total number of bindings: 1

SwitchA# show ip arp inspection statistics vlan 100

 Vlan      Forwarded        Dropped     DHCP Drops      ACL Drops
 ----      ---------        -------     ----------      ---------
  100             15              0              0              0

 Vlan   DHCP Permits    ACL Permits   Source MAC Failures
 ----   ------------    -----------   -------------------
  100              0              0                     0

 Vlan   Dest MAC Failures   IP Validation Failures   Invalid Protocol Data
 ----   -----------------   ----------------------   ---------------------
  100                   0                        0                       0
SwitchA#

スイッチ B

SwitchB# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone

Device ID            Local Intrfce         Holdtme   Capability    Platform   Port ID
SwitchA             Gig 3/46              163           R S I     WS-C4507R Gig 3/48
SwitchB#
SwitchB# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SwitchB(config)# ip arp inspection vlan 100
SwitchB(config)# interface g3/46
SwitchB(config-if)# ip arp inspection trust
SwitchB(config-if)# end
SwitchB#
SwitchB# show ip arp inspection interfaces

 Interface        Trust State     Rate (pps)    Burst Interval
 ---------------  -----------     ----------    --------------
 Gi1/1            Untrusted               15                 1
 Gi1/2            Untrusted               15                 1
 Gi3/1            Untrusted               15                 1
 Gi3/2            Untrusted               15                 1
 Gi3/3            Untrusted               15                 1
 Gi3/4            Untrusted               15                 1
 Gi3/5            Untrusted               15                 1
 Gi3/6            Untrusted               15                 1
 Gi3/7            Untrusted               15                 1
 Gi3/8            Untrusted               15                 1
 Gi3/9            Untrusted               15                 1
 Gi3/10           Untrusted               15                 1
 Gi3/11           Untrusted               15                 1
 Gi3/12           Untrusted               15                 1
 Gi3/13           Untrusted               15                 1
 Gi3/14           Untrusted               15                 1
 Gi3/15           Untrusted               15                 1
 Gi3/16           Untrusted               15                 1
 Gi3/17           Untrusted               15                 1
 Gi3/18           Untrusted               15                 1
 Gi3/19           Untrusted               15                 1
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 Gi3/20           Untrusted               15                 1
 Gi3/21           Untrusted               15                 1
 Gi3/22           Untrusted               15                 1
 Gi3/23           Untrusted               15                 1
 Gi3/24           Untrusted               15                 1
 Gi3/25           Untrusted               15                 1
 Gi3/26           Untrusted               15                 1
 Gi3/27           Untrusted               15                 1
 Gi3/28           Untrusted               15                 1
 Gi3/29           Untrusted               15                 1
 Gi3/30           Untrusted               15                 1
 Gi3/31           Untrusted               15                 1
 Gi3/32           Untrusted               15                 1
 Gi3/33           Untrusted               15                 1
 Gi3/34           Untrusted               15                 1
 Gi3/35           Untrusted               15                 1
 Gi3/36           Untrusted               15                 1
 Gi3/37           Untrusted               15                 1
 Gi3/38           Untrusted               15                 1
 Gi3/39           Untrusted               15                 1
 Gi3/40           Untrusted               15                 1
 Gi3/41           Untrusted               15                 1
 Gi3/42           Untrusted               15                 1
 Gi3/43           Untrusted               15                 1
 Gi3/44           Untrusted               15                 1
 Gi3/45           Untrusted               15                 1
 Gi3/46           Trusted               None               N/A
 Gi3/47           Untrusted               15                 1
 Gi3/48           Untrusted               15                 1

SwitchB# show ip arp inspection vlan 100
Source Mac Validation      : Disabled
Destination Mac Validation : Disabled
IP Address Validation      : Disabled

 Vlan     Configuration    Operation   ACL Match          Static ACL
 ----     -------------    ---------   ---------          ----------
  100     Enabled          Active

 Vlan     ACL Logging      DHCP Logging
 ----     -----------      ------------
  100     Deny             Deny#

SwitchB# show ip dhcp snooping binding
MacAddress          IpAddress        Lease(sec)  Type           VLAN  Interface
------------------  ---------------  ----------  -------------  ----  --------------------
00:02:00:02:00:02   170.1.1.2        3492        dhcp-snooping  100   GigabitEthernet3/31
Total number of bindings: 1

SwitchB# show ip arp insp statistics vlan 100

 Vlan      Forwarded        Dropped     DHCP Drops      ACL Drops
 ----      ---------        -------     ----------      ---------
  100           2398              0              0              0

 Vlan   DHCP Permits    ACL Permits   Source MAC Failures
 ----   ------------    -----------   -------------------
  100           2398              0                     0

 Vlan   Dest MAC Failures   IP Validation Failures   Invalid Protocol Data
 ----   -----------------   ----------------------   ---------------------
  100                   0                        0                       0
SwitchB#
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非 DHCP 環境での ARP ACL の設定

ここでは、図 49-3のように、スイッチ B が、DAI も DHCP スヌーピングもサポートしていない場合

の DAI の設定方法を示します。

スイッチ A のポート 1 を信頼できるものとして設定した場合、スイッチ A とホスト 1 は両方とも、ス

イッチ B またはホスト 2 により攻撃される可能性があるため、セキュリティ ホールが作り出されます。

これを阻止するには、スイッチ A のポート 1 を信頼できないものとして設定する必要があります。ホ

スト 2 からの ARP パケットを許可するには、ARP ACL を設定し、VLAN 100 に適用する必要があり

ます。ホスト 2 の IP アドレスがスタティックでなく、スイッチ A の ACL 設定を適用できない場合は、

レイヤ 3 でスイッチ A とスイッチ B を分離し、これらのスイッチ間のパケット ルーティングにはルー

タを使用する必要があります。

（非 DHCP 環境のスイッチ A 上で）ARP ACL を設定するには、次の作業を実行します。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始し

ます。

ステップ 2 Switch(config)# arp access-list acl-name ARP ACL を定義して、ARP アクセス リスト コン

フィギュレーション モードを開始します。デフォル

トでは、ARP アクセス リストは定義されません。

（注） ARP アクセス リストの末尾に暗黙的な deny 
ip any mac any コマンドが指定されていま

す。

ステップ 3 Switch(config-arp-nac)# permit ip host sender-ip mac 
host sender-mac [log]

指定されたホスト（ホスト 2）からの ARP パケット

を許可します。

• sender-ip には、ホスト 2 の IP アドレスを入力

します。

• sender-mac には、ホスト 2 の MAC アドレスを

入力します。

• （任意）パケットが Access Control Entry（ACE; 
アクセス コントロール エントリ）と一致すると

きに、ログ バッファにこのパケットをログする

には、log を指定します。ip arp inspection vlan 
logging グローバル コンフィギュレーション コ
マンドで matchlog キーワードを設定している

場合も、一致したパケットがログ記録されます。

詳細については、「ログ バッファの設定」

（P.49-14）を参照してください。 

ステップ 4 Switch(config-arp-nac)# exit グローバル コンフィギュレーション モードに戻りま

す。
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ステップ 5 Switch(config)# ip arp inspection filter arp-acl-name 
vlan vlan-range [static]

VLAN に ARP ACL を適用します。デフォルトで

は、定義済みの ARP ACL は、どのような VLAN に
も適用されません。

• arp-acl-name には、ステップ 2 で作成した ACL 
の名前を指定します。

• vlan-range には、スイッチとホストが存在する 
VLAN を指定します。VLAN ID 番号で識別さ

れた 1 つの VLAN、それぞれをハイフンで区

切った VLAN 範囲、またはカンマで区切った一

連の VLAN を指定できます。指定できる範囲は 
1 ～ 4094 です。

• （任意）static を指定すると、ARP ACL 内の暗

黙的な拒否が明示的な拒否と見なされ、それ以

前に指定された ACL 句に一致しないパケットは

廃棄されます。DHCP バインディングは使用さ

れません。

このキーワードを指定しない場合は、ACL 内に

はパケットを拒否する明示的な拒否が存在しな

いことになります。この場合は、ACL 句に一致

しないパケットを許可するか拒否するかは、

DHCP バインディングによって決定されます。

IP-to-MAC アドレス バインディングしか持たない 
ARP パケットは、ACL と比較されます。パケット

は、アクセス リストで許可された場合だけに許可さ

れます。

ステップ 6 Switch(config)# interface interface-id スイッチ B に接続されたスイッチ A のインターフェ

イスを指定し、インターフェイス コンフィギュレー

ション モードを開始します。

ステップ 7 Switch(config-if)# no ip arp inspection trust スイッチ B に接続されたスイッチ A のインターフェ

イスを untrusted として設定します。

デフォルトでは、すべてのインターフェイスは信頼

できません。

信頼できないインターフェイスでは、スイッチはす

べての ARP 要求と応答を代行受信します。ルータ

は、代行受信されたパケットが有効な IP-to-MAC ア
ドレス バインディングを持つことを確認してから、

ローカル キャッシュを更新するか、適切な宛先にパ

ケットを転送します。スイッチは、無効なパケット

をドロップし、ip arp inspection vlan logging グ
ローバル コンフィギュレーション コマンドで指定さ

れたロギング設定に従ってログ バッファに記録しま

す。詳細については、「ログ バッファの設定」

（P.49-14）を参照してください。

ステップ 8 Switch(config-if)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

コマンド 目的
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ARP ACL を削除するには、no arp access-list グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用し

ます。VLAN に接続された ARP ACL を削除するには、no ip arp inspection filter arp-acl-name vlan 
vlan-range グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

次に、スイッチ A 上の hostB という名前の ARP ACL を設定し、ホスト B からの ARP パケット（IP 
アドレス 170.1.1.2、MAC アドレス 2.2.2）を許可し、VLAN 100 に ACL を適用し、スイッチ A 上の

ポート 1 を untrusted に設定する例を示します。

SwitchA# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SwitchA(config)# arp access-list hostB
SwitchA(config-arp-nacl)# permit ip host 170.1.1.2 mac host 2.2.2 log
SwitchA(config-arp-nacl)# exit
SwitchA(config)# ip arp inspection filter hostB vlan 100 static
SwitchA(config)# interface g3/48
SwitchA(config-if)# no ip arp inspection trust
SwitchA(config-if)# end
SwitchA# show arp access-list hostB
ARP access list hostB
    permit ip host 170.1.1.2 mac host 0002.0002.0002 log

SwitchA# show ip arp inspection interfaces

 Interface        Trust State     Rate (pps)    Burst Interval
 ---------------  -----------     ----------    --------------
 Gi1/1            Untrusted               15                 1
 Gi1/2            Untrusted               15                 1
 Gi3/1            Untrusted               15                 1
 Gi3/2            Untrusted               15                 1
 Gi3/3            Untrusted               15                 1
 Gi3/4            Untrusted               15                 1
 Gi3/5            Untrusted               15                 1
 Gi3/6            Untrusted               15                 1
 Gi3/7            Untrusted               15                 1
 Gi3/8            Untrusted               15                 1
 Gi3/9            Untrusted               15                 1
 Gi3/10           Untrusted               15                 1
 Gi3/11           Untrusted               15                 1
 Gi3/12           Untrusted               15                 1
 Gi3/13           Untrusted               15                 1
 Gi3/14           Untrusted               15                 1
 Gi3/15           Untrusted               15                 1
 Gi3/16           Untrusted               15                 1
 Gi3/17           Untrusted               15                 1
 Gi3/18           Untrusted               15                 1
 Gi3/19           Untrusted               15                 1
 Gi3/20           Untrusted               15                 1
 Gi3/21           Untrusted               15                 1
 Gi3/22           Untrusted               15                 1
 Gi3/23           Untrusted               15                 1
 Gi3/24           Untrusted               15                 1
 Gi3/25           Untrusted               15                 1
 Gi3/26           Untrusted               15                 1
 Gi3/27           Untrusted               15                 1

ステップ 9 Switch# show arp access-list [acl-name]
Switch# show ip arp inspection vlan vlan-range
Switch# show ip arp inspection interfaces 

DAI の設定を確認します。

ステップ 10 Switch# copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を

保存します。

コマンド 目的
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 Gi3/28           Untrusted               15                 1
 Gi3/29           Untrusted               15                 1
 Gi3/30           Untrusted               15                 1
 Gi3/31           Untrusted               15                 1
 Gi3/32           Untrusted               15                 1
 Gi3/33           Untrusted               15                 1
 Gi3/34           Untrusted               15                 1
 Gi3/35           Untrusted               15                 1
 Gi3/36           Untrusted               15                 1
 Gi3/37           Untrusted               15                 1
 Gi3/38           Untrusted               15                 1
 Gi3/39           Untrusted               15                 1
 Gi3/40           Untrusted               15                 1
 Gi3/41           Untrusted               15                 1
 Gi3/42           Untrusted               15                 1
 Gi3/43           Untrusted               15                 1
 Gi3/44           Untrusted               15                 1
 Gi3/45           Untrusted               15                 1
 Gi3/46           Untrusted               15                 1
 Gi3/47           Untrusted               15                 1
 Gi3/48           Untrusted               15                 1

SwitchA# show ip arp inspection statistics vlan 100

 Vlan      Forwarded        Dropped     DHCP Drops      ACL Drops
 ----      ---------        -------     ----------      ---------
  100             15            169            160              9

 Vlan   DHCP Permits    ACL Permits   Source MAC Failures
 ----   ------------    -----------   -------------------
  100              0              0                     0

 Vlan   Dest MAC Failures   IP Validation Failures   Invalid Protocol Data
 ----   -----------------   ----------------------   ---------------------
  100                   0                        0                       0
SwitchA#

ログ バッファの設定

スイッチがパケットをドロップすると、ログ バッファにエントリが記録され、その割合に応じて、シ

ステム メッセージが生成されます。メッセージの生成後、スイッチにより、ログ バッファからこのエ

ントリが消去されます。各ログ エントリには、受信側の VLAN、ポート番号、送信元および宛先 IP ア
ドレス、送信元および宛先 MAC アドレスといったフロー情報が含まれます。

ログ バッファ エントリは、複数のパケットを表すことができます。たとえば、インターフェイスが同

じ ARP パラメータを使用して同じ VLAN 上で多数のパケットを受信した場合、スイッチはこれらのパ

ケットを組み合わせて 1 つのエントリとしてログ バッファに格納し、エントリとして 1 つのシステム 
メッセージを生成します。

ログ バッファがオーバーフローする場合は、ログ イベントがログ バッファに収まらないことを意味し

ており、show ip arp inspection log 特権 EXEC コマンドの出力が影響を受けます。このエントリに対

しては、その他の統計情報は表示されません。
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ログ バッファを設定するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# ip arp inspection 
log-buffer {entries number | logs 
number interval seconds}

DAI のログ バッファを設定します。

デフォルトでは、DAI がイネーブル化されると、拒否またはドロップされ

た ARP パケットが記録されます。ログ エントリ数は、32 です。システム 
メッセージ数は、毎秒 5 つに制限されます。ロギングレート インターバル

は、1 秒です。

キーワードの意味は次のとおりです。

• entries number は、バッファに記録されるエントリ数を表します。範

囲は 0 ～ 1024 です。

• logs number interval seconds は、指定されたインターバルでシステム 
メッセージを生成するエントリの数を表します。

logs number に指定できる範囲は 0 ～ 1024 です。値 0 は、エントリは

ログ バッファ内に入力されますが、システム メッセージが生成されな

いことを意味します。

指定できる interval seconds の範囲は 0 ～ 86400 秒（1 日）です。0 
は、システム メッセージがただちに生成されることを意味します。こ

の場合、ログ バッファは常に空となります。

インターバル値を 0 に設定すると、ログ値 0 は上書きされます。

logs および interval の設定は、相互に作用します。logs number X が 
interval seconds Y より大きい場合、X 割る Y（X/Y）のシステム メッ

セージが毎秒送信されます。そうでない場合、1 つのシステム メッセージ

が Y 割る X（Y/X）秒ごとに送信されます。

ステップ 3 Switch(config)# [no] ip arp 
inspection vlan vlan-range 
logging {acl-match {matchlog | 
none} | dhcp-bindings {all | none | 
permit}}

VLAN 単位で記録するパケットのタイプを制御します。デフォルトでは、

拒否またはドロップされたパケットは、すべて記録されます。ログに記録
されるという表現は、エントリがログ バッファに格納され、システム メッ

セージが生成されることを意味しています。

キーワードの意味は次のとおりです。

• vlan-range には、VLAN ID 番号で識別された単一の VLAN、ハイフ

ンで区切られた範囲の VLAN、またはカンマで区切られた一連の 
VLAN を指定できます。指定できる範囲は 1 ～ 4094 です。

• acl-match matchlog は、ACE ロギング設定に基づいてパケットをロ

グに記録します。このコマンドで matchlog キーワードを指定し、

permit または deny の ARP アクセス リスト コンフィギュレーション 
コマンドで log キーワードを指定した場合、ログ キーワードを持つ 
ACE で許可または拒否された ARP パケットが記録されます。

• acl-match none では、ACL に一致するパケットは記録されません。

• dhcp-bindings all では、DHCP バインディングに一致するパケットが

すべて記録されます。

• dhcp-bindings none では、DHCP バインディングに一致するパケット

は記録されません。

• dhcp-bindings permit では、DHCP バインディングが許可されたパ

ケットが記録されます。
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デフォルトのログ バッファ設定に戻すには、no ip arp inspection log-buffer グローバル コンフィギュ

レーション コマンドを使用します。デフォルトの VLAN ログ設定に戻すには、no ip arp inspection 
vlan vlan-range logging {acl-match | dhcp-bindings} グローバル コンフィギュレーション コマンドを

使用します。ログ バッファをクリアするには、clear ip arp inspection log 特権 EXEC コマンドを使用

します。

次の例では、ログ バッファのエントリ数を 1024 に設定する方法を示します。また、10 秒ごとに 100 
の比率でバッファからログを生成する必要があるようにするために、Catalyst 4500 シリーズ スイッチ

を設定する方法も示します。

SwitchB# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SwitchB(config)# ip arp inspection log-buffer entries 1024
SwitchB(config)# ip arp inspection log-buffer logs 100 interval 10
SwitchB(config)# end
SwitchB# show ip arp inspection log
Total Log Buffer Size : 1024
Syslog rate : 100 entries per 10 seconds.

Interface   Vlan  Sender MAC      Sender IP        Num Pkts   Reason       Time
----------  ----  --------------  ---------------  ---------  -----------  ----
Gi3/31      100   0002.0002.0003  170.1.1.2                5  DHCP Deny    02:05:45 UTC 
Fri Feb 4 2005
SwitchB#

着信 ARP パケットのレート制限

スイッチの CPU によって DAI 違反チェックが実行されます。したがって、DoS 攻撃を防ぐために着

信 ARP パケット数がレート制限されています。

（注） インターフェイス上のレート制限を明示的に設定しない限り、インターフェイスの信頼状態を変更する

ことは、レート制限を信頼状態のデフォルト値に変更することになります。レート制限を設定すると、

信頼状態が変更された場合でもインターフェイスはレート制限を保ちます。 no ip arp-inspection limit 
インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを入力すると、インターフェイスはデフォルトの

レート制限に戻ります。

デフォルトでは、着信 ARP パケットのレートが設定された制限を超える場合は、ポートが 
error-disabled ステートに置かれます。ポートのシャットダウンを防ぐには、errdisable detect cause 
arp-inspection action shutdown vlan グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用すると、違

反の発生時にポートで問題になっている VLAN のみをシャットダウンできます。

errdisable recovery cause arp-inspection グローバル コンフィギュレーション コマンドを設定する

と、セキュア ポートが errdisable ステートの場合に実行してこのステートを自動的に解除できます。ま

た、shutdown および no shutdown のインターフェイス コンフィギュレーション コマンドを入力する

ステップ 4 Switch(config)# exit 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 Switch# show ip arp inspection 
log

設定を確認します。

ステップ 6 Switch# copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 目的
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と、手動で再びイネーブルにできます。ポートが VLAN 単位で errdisable モードの場合、clear 
errdisable interface name vlan range コマンドを使用すると、ポート上の VLAN を再度イネーブルに

することもできます。

着信 ARP パケットのレートを制限するには、次の作業を行います。

デフォルトのレート制限設定に戻るには、no ip arp inspection limit インターフェイス コンフィギュ

レーション コマンドを使用します。DAI のエラー回復をディセーブルにするには、no errdisable 
recovery cause arp-inspection グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

次に、着信パケット数の上限（100 pps）を設定し、バースト間隔（1 秒）を指定する例を示します。

SwitchB# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# errdisable detect 
cause arp-inspection [action shutdown 
vlan]

VLAN 単位でエラー ディセーブル検出をイネーブルにします。

（注） このコマンドは、デフォルトでイネーブルに設定されており、

違反が発生するとインターフェイスがシャットダウンされま

す。

ステップ 3 Switch(config)# interface 
interface-id

レート制限されるインターフェイスを指定して、インターフェイス コ
ンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 4 Switch(config-if)# [no] ip arp 
inspection limit {rate pps [burst 
interval second] | none}

インターフェイス上の着信 ARP 要求および ARP 応答のレートを制限

します。

デフォルト レートは、信頼できないインターフェイスでは 15 pps、信

頼できるインターフェイスでは無制限です。バースト間隔は 1 秒です。

キーワードの意味は次のとおりです。

• rate pps には、1 秒間に処理される着信パケット数の上限を指定し

ます。範囲は 0 ～ 2048 pps です。

• （任意）burst interval seconds は、レートの高い ARP パケットの

有無についてインターフェイスがモニタリングされる間隔（秒）

を指定します。指定できる範囲は 1 ～ 15 です。

• rate none では、処理できる着信 ARP パケットのレートの上限を

設定しません。

ステップ 5 Switch(config-if)# exit グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 6 Switch(config)# errdisable recovery 
{cause arp-inspection | 
interval interval}

（任意）DAI の errdisable ステートからのエラー回復をイネーブルにし

ます。

デフォルトでは、回復はディセーブルで、回復のインターバルは 300 
秒です。

interval interval には、errdisable ステートから回復する時間を秒単位

で指定します。指定できる範囲は 30 ～ 86400 です。

ステップ 7 Switch(config)# exit 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 8 Switch# show ip arp inspection 
interfaces

設定を確認します。

ステップ 9 Switch# show errdisable recovery 設定を確認します。

ステップ 10 Switch# copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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SwitchB(config)# interface g3/31
SwitchB(config-if)# ip arp inspection limit rate 100 burst interval 1
SwitchB(config-if)# exit
SwitchB(config)# errdisable recovery cause arp-inspection
SwitchB(config)# exit
SwitchB# show ip arp inspection interfaces

 Interface        Trust State     Rate (pps)    Burst Interval
 ---------------  -----------     ----------    --------------
 Gi1/1            Untrusted               15                 1
 Gi1/2            Untrusted               15                 1
 Gi3/1            Untrusted               15                 1
 Gi3/2            Untrusted               15                 1
 Gi3/3            Untrusted               15                 1
 Gi3/4            Untrusted               15                 1
 Gi3/5            Untrusted               15                 1
 Gi3/6            Untrusted               15                 1
 Gi3/7            Untrusted               15                 1
 Gi3/8            Untrusted               15                 1
 Gi3/9            Untrusted               15                 1
 Gi3/10           Untrusted               15                 1
 Gi3/11           Untrusted               15                 1
 Gi3/12           Untrusted               15                 1
 Gi3/13           Untrusted               15                 1
 Gi3/14           Untrusted               15                 1
 Gi3/15           Untrusted               15                 1
 Gi3/16           Untrusted               15                 1
 Gi3/17           Untrusted               15                 1
 Gi3/18           Untrusted               15                 1
 Gi3/19           Untrusted               15                 1
 Gi3/20           Untrusted               15                 1
 Gi3/21           Untrusted               15                 1
 Gi3/22           Untrusted               15                 1
 Gi3/23           Untrusted               15                 1
 Gi3/24           Untrusted               15                 1
 Gi3/25           Untrusted               15                 1
 Gi3/26           Untrusted               15                 1
 Gi3/27           Untrusted               15                 1
 Gi3/28           Untrusted               15                 1
 Gi3/29           Untrusted               15                 1
 Gi3/30           Untrusted               15                 1
 Gi3/31           Untrusted              100                 1
 Gi3/32           Untrusted               15                 1
 Gi3/33           Untrusted               15                 1
 Gi3/34           Untrusted               15                 1
 Gi3/35           Untrusted               15                 1
 Gi3/36           Untrusted               15                 1
 Gi3/37           Untrusted               15                 1
 Gi3/38           Untrusted               15                 1
 Gi3/39           Untrusted               15                 1
 Gi3/40           Untrusted               15                 1
 Gi3/41           Untrusted               15                 1
 Gi3/42           Untrusted               15                 1
 Gi3/43           Untrusted               15                 1
 Gi3/44           Untrusted               15                 1
 Gi3/45           Untrusted               15                 1
 Gi3/46           Trusted               None               N/A
 Gi3/47           Untrusted               15                 1
 Gi3/48           Untrusted               15                 1

SwitchB# show errdisable recovery
ErrDisable Reason    Timer Status
-----------------    --------------
udld                 Disabled
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bpduguard            Disabled
security-violatio    Disabled
channel-misconfig    Disabled
vmps                 Disabled
pagp-flap            Disabled
dtp-flap             Disabled
link-flap            Disabled
l2ptguard            Disabled
psecure-violation    Disabled
gbic-invalid         Disabled
dhcp-rate-limit      Disabled
unicast-flood        Disabled
storm-control        Disabled
arp-inspection       Enabled

Timer interval: 300 seconds

Interfaces that will be enabled at the next timeout:

SwitchB#
1w2d: %SW_DAI-4-PACKET_RATE_EXCEEDED: 101 packets received in 739 milliseconds on Gi3/31.
1w2d: %PM-4-ERR_DISABLE: arp-inspection error detected on Gi3/31, putting Gi3/31 in 
err-disable state
SwitchB# show clock
*02:21:43.556 UTC Fri Feb 4 2005
SwitchB#
SwitchB# show interface g3/31 status

Port      Name               Status       Vlan       Duplex  Speed Type
Gi3/31                       err-disabled 100          auto   auto 10/100/1000-TX
SwitchB#
SwitchB#
1w2d: %PM-4-ERR_RECOVER: Attempting to recover from arp-inspection err-disable state on 
Gi3/31
SwitchB# show interface g3/31 status

Port      Name               Status       Vlan       Duplex  Speed Type
Gi3/31                       connected    100        a-full  a-100 10/100/1000-TX
SwitchB# show clock
*02:27:40.336 UTC Fri Feb 4 2005
SwitchB#

確認検査の実行

DAI は、IP アドレスと MAC アドレスとの無効なバインディングを持つ ARP パケットを代行受信、記

録、および廃棄します。宛先 MAC アドレス、送信側および宛先の IP アドレス、および送信元 MAC 
アドレスで追加検証を実行するように、スイッチを設定できます。
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着信 ARP パケットで特定の検査を実行するには、次の作業を行います。

検証をディセーブルにするには、no ip arp inspection validate [src-mac] [dst-mac] [ip] グローバル コ
ンフィギュレーション コマンドを使用します。転送、ドロップ、MAC 確認の失敗、および IP 確認の

失敗パケットの統計情報を表示するには、show ip arp inspection statistics 特権 EXEC コマンドを使

用します。

次に、送信元 MAC 確認を設定する例を示します。イーサネット ヘッダー内の送信元アドレスが ARP 
ボディ内の送信側ハードウェア アドレスに一致しない場合、パケットはドロップされ、エラー メッ

セージが生成される可能性があります。

SwitchB# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SwitchB(config)# ip arp inspection validate src-mac
SwitchB(config)# exit
SwitchB# show ip arp inspection vlan 100

Source Mac Validation      : Enabled
Destination Mac Validation : Disabled
IP Address Validation      : Disabled

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# ip arp inspection 
validate {[src-mac] [dst-mac] [ip]}

着信 ARP パケットで特定の検査を実行します。デフォルトでは、追加の

検査は実行されません。

キーワードの意味は次のとおりです。

• src-mac では、イーサネット ヘッダーの送信元 MAC アドレスと ARP 
本文の送信元 MAC アドレスが比較されます。この検査は、ARP 要求

および ARP 応答の両方に対して実行されます。イネーブルにすると、

異なる MAC アドレスを持つパケットは無効パケットとして分類され、

廃棄されます。

• dst-mac では、イーサネット ヘッダーの宛先 MAC アドレスと ARP 本
文の宛先 MAC アドレスが比較されます。この検査は、ARP 応答に対

して実行されます。イネーブルにすると、異なる MAC アドレスを持

つパケットは無効パケットとして分類され、廃棄されます。

• ip では、ARP 本文から、無効な IP アドレスや予期しない IP アドレス

がないかを確認します。アドレスには 0.0.0.0、255.255.255.255、お

よびすべての IP マルチキャスト アドレスが含まれます。送信元 IP ア
ドレスはすべての ARP 要求および応答内でチェックされ、宛先 IP ア
ドレスは ARP 応答内でのみチェックされます。

少なくとも 1 つのキーワードを指定する必要があります。コマンドを実行

するたびに、その前のコマンドの設定は上書きされます。つまり、コマン

ドが src および dst mac の検証をイネーブルにし、別のコマンドが IP 検証

だけをイネーブルにすると、2 番めのコマンドによって src および dst mac 
の検証がディセーブルになります。

ステップ 3 Switch(config)# exit 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 Switch# show ip arp inspection 
vlan vlan-range

設定を確認します。

ステップ 5 Switch# copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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 Vlan     Configuration    Operation   ACL Match          Static ACL
 ----     -------------    ---------   ---------          ----------
  100     Enabled          Active

 Vlan     ACL Logging      DHCP Logging
 ----     -----------      ------------
  100     Deny             Deny
SwitchB#
1w2d: %SW_DAI-4-INVALID_ARP: 9 Invalid ARPs (Req) on Gi3/31, vlan 
100.([0002.0002.0002/170.1.1.2/0001.0001.0001/170.1.1.1/02:30:24 UTC Fri Feb 4 2005])
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DHCP スヌーピング、IP ソース ガード、およ
びスタティック ホストの IPSG の設定

この章では、Catalyst 4500 シリーズ スイッチ上で Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）ス

ヌーピング、IP ソース ガード、およびスタティック ホストの IP ソース ガード（IPSG）を設定する方

法について説明します。設定上の注意事項、設定手順、および設定例も示します。

この章で説明する主な内容は、次のとおりです。

• 「DHCP スヌーピングについて」（P.50-1）

• 「DHCP スヌーピングの設定」（P.50-7）

• 「DHCP スヌーピング情報の表示」（P.50-20）

• 「IP 送信元バインディング情報の表示」（P.50-25）

• 「IP ソース ガードの設定」（P.50-22）

• 「IP 送信元バインディング情報の表示」（P.50-25）

• 「スタティック ホスト用 IP ソース ガードの設定」（P.50-25）

（注） この章で使用するスイッチ コマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL で『Cisco 
Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』と関連資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products//hw/switches/ps4324/index.html

『Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』に掲載されていないコマンドについては、より詳

細な Cisco IOS ライブラリを参照してください。次の URL でCisco IOS コマンド リファレンスと関連

資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html

DHCP スヌーピングについて
DHCP スヌーピングは、信頼できない DHCP メッセージをフィルタリングし、DHCP スヌーピング バ
インディング テーブルを構築およびメンテナンスすることで安全性を持たせる DHCP セキュリティ機

能です。信頼できないメッセージとは、ネットワークまたはファイアウォール外部からの受信メッセー

ジのうち、ネットワーク内でトラフィック攻撃を引き起こす可能性のあるメッセージです。

http://www.cisco.com/en/US/products//hw/switches/ps4324/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html
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DHCP スヌーピング バインディング テーブルには、MAC アドレス、IP アドレス、リース期間、バイ

ンディング タイプ、VLAN 番号、およびスイッチの信頼できないローカル インターフェイスに対応す

るインターフェイス情報が格納されます。信頼できるインターフェイスに相互接続するホストに関する

情報は収められていません。信頼できないインターフェイスとは、ネットワークまたはファイアウォー

ル外部からのメッセージを受信するように設定されたインターフェイスです。信頼できるインターフェ

イスとは、ネットワーク内からのメッセージのみを受信するように設定されたインターフェイスです。

DHCP スヌーピングは、信頼できないホストと DHCP サーバの間でファイアウォールのように機能し

ます。また、DHCP スヌーピングはエンドユーザに接続する信頼できないインターフェイスと、DHCP 
サーバまたは別のスイッチに接続する信頼できるインターフェイスとを差異化する方法を提供します。

（注） VLAN 上で DHCP スヌーピングをイネーブルにするには、スイッチ上で DHCP スヌーピングをイネー

ブルにする必要があります。

DHCP スヌーピングはスイッチと VLAN に対して設定できます。スイッチ上で DHCP スヌーピングを

イネーブルにする場合、インターフェイスはレイヤ 2 ブリッジとして動作し、レイヤ 2 VLAN に送信

される DHCP メッセージを代行受信および保護します。VLAN 上で DHCP スヌーピングをイネーブル

にする場合、スイッチは VLAN ドメイン内のレイヤ 2 ブリッジとして動作します。

ここでは、次の内容について説明します。

• 「信頼できるソースおよび信頼できないソース」（P.50-2）

• 「DHCP スヌーピング データベース エージェントについて」（P.50-3）

• 「オプション 82 データ挿入」（P.50-4）

信頼できるソースおよび信頼できないソース

DHCP スヌーピング機能では、トラフィック ソースが信頼できるかできないかについて判断されます。

信頼できないソースの場合、トラフィック攻撃やその他の敵対的アクションが開始される可能性があり

ます。このような攻撃を防ぐために、DHCP スヌーピング機能では、メッセージをフィルタ処理し、

信頼できないソースからのトラフィックのレートを制限します。

企業ネットワークでは、管理担当者の管理下にあるデバイスは、信頼できるソースです。これらの装置

には、ネットワーク内のスイッチ、ルータ、およびサーバが含まれます。ファイアウォールで保護され

ていないデバイスまたはネットワークの外側にあるデバイスは、信頼できないソースです。ホスト 
ポートは、一般的に、信頼できないソースとして扱われます。

サービス プロバイダーの環境では、サービス プロバイダー ネットワークにないデバイスは、信頼でき

ないソースです（カスタマー スイッチなど）。ホスト ポートは、信頼できないソースです。

Catalyst 4500 シリーズ スイッチでは、接続しているインターフェイスの信頼状態を設定して、送信元

が信頼できることを示します。

すべてのインターフェイスのデフォルトの信頼状態は、信頼できない状態になります。DHCP サーバ 
インターフェイスは、信頼できるインターフェイスとして設定する必要があります。ユーザのネット

ワーク内でデバイス（スイッチまたはルータ）に接続されている場合、他のインターフェイスも信頼で

きるインターフェイスとして設定できます。ホスト ポート インターフェイスは、通常、信頼できるイ

ンターフェイスとしては設定しません。

（注） DHCP スヌーピングが正常に機能するには、すべての DHCP サーバを信頼できるインターフェイスを

介してスイッチに接続し、信頼できない DHCP メッセージが信頼できるインターフェイスにだけ転送

されるようにする必要があります。
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DHCP スヌーピング データベース エージェントについて

スイッチのリロード時にバインディングが失われないようにするには、DHCP スヌーピング データ

ベース エージェントを使用する必要があります。このエージェントがないと、DHCP スヌーピングに

よって確立されたバインディングがスイッチのリロード時に失われます。接続も同様に失われます。

データベース エージェントのメカニズムでは、設定されたロケーションのファイルにバインディング

を格納します。リロード時に、スイッチはファイルを読み取り、バインディングのデータベースを作成

します。スイッチは、データベースが変更されるとファイルを書き込み、ファイルを 新の状態に保ち

ます。

バインディングを保持するファイルの形式は、次のようになります。

<initial-checksum>
TYPE DHCP-SNOOPING
VERSION 1
BEGIN
<entry-1> <checksum-1>
<entry-2> <checksum-1-2>
...
...
<entry-n> <checksum-1-2-..-n>
END

ファイル内の各エントリには、チェックサムを示すタグが付けられます。これは、ファイルが読み取ら

れるたびに、エントリの検証に使用されます。1 行めの <initial-checksum> エントリは、 新の書き込

みに関連する各エントリを、以前の書き込みに関連する各エントリから区別します。

次はサンプルのバインディング ファイルです。

3ebe1518
TYPE DHCP-SNOOPING
VERSION 1
BEGIN
1.1.1.1 512 0001.0001.0005 3EBE2881 Gi1/1                                e5e1e733
1.1.1.1 512 0001.0001.0002 3EBE2881 Gi1/1                                4b3486ec
1.1.1.1 1536 0001.0001.0004 3EBE2881 Gi1/1                               f0e02872
1.1.1.1 1024 0001.0001.0003 3EBE2881 Gi1/1                               ac41adf9
1.1.1.1 1 0001.0001.0001 3EBE2881 Gi1/1                                  34b3273e
END

各エントリは、IP アドレス、VLAN、MAC アドレス、リース期間（16 進数単位）、およびバインディ

ングに関連付けられたインターフェイスを示します。各エントリの末尾にあるチェックサムは、ファイ

ルの先頭のバイトを含め、エントリに関連付けられたすべてのバイトを対象として計算されます。各エ

ントリは、72 バイトのデータ、スペース、およびチェックサムの順で構成されます。

起動時に、算出されたチェックサムが格納されたチェックサムに合致すると、スイッチはファイルから

エントリを読み取り、バインディングを DHCP スヌーピング データベースに追加します。算出された

チェックサムが格納されたチェックサムに合致しない場合、ファイルから読み取られたエントリが無視

され、失敗したエントリに続くすべてのエントリも無視されます。また、スイッチは、リース時間が期

限切れになったファイルのすべてのエントリを無視します。（この状況があり得るのは、リース時間が

期限切れを示している場合があるためです）。また、エントリ内で参照されているインターフェイスが、

すでにシステム内に存在しない場合、または、ルータ ポートや DHCP スヌーピング信頼インターフェ

イスの場合も、ファイルからのエントリが無視されます。

スイッチが新しいバインディングを学習した場合、または一部のバインディングを失った場合、スイッ

チはスヌーピング データベースから修正した一連のエントリをファイルに書き込みます。より多くの

変更を蓄積してから、実際の書き込みを一括して行えるように、この書き込みの実行には遅延時間を設

定できます。個々の転送には、未完了の転送が中断されるまでの時間を示すタイムアウトが関連付けら

れます。これらのタイマーを、書き込み遅延および中断タイムアウトと呼びます。
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オプション 82 データ挿入

住宅用メトロポリタン イーサネット アクセス環境では、DHCP は多数の加入者に対し、IP アドレスの

割り当てを一元的に管理できます。スイッチで DHCP スヌーピングのオプション 82 機能をイネーブル

にすると、加入者装置は MAC アドレスだけでなく、その装置をネットワークに接続するスイッチ 
ポートによっても識別されます。加入者 LAN 上の複数のホストをアクセス スイッチの同じポートに接

続できます。これらのホストは一意に識別されます。

（注） DHCP オプション 82 機能は、DHCP スヌーピングがグローバルにイネーブルであり、この機能を使用

する加入者装置が割り当てられた VLAN でもイネーブルである場合に限りサポートされます。

図 50-1 に、一元的な DHCP サーバがアクセス レイヤのスイッチに接続された加入者に IP アドレスを

割り当てるメトロポリタン イーサネット ネットワークの例を示します。DHCP クライアントとそれら

に関連付けられた DHCP サーバは同じ IP ネットワークまたはサブネット内に存在しないため、DHCP 
リレー エージェント（Catalyst スイッチ）にヘルパー アドレスを設定することにより、ブロードキャ

スト転送をイネーブルにし、クライアントとサーバ間で DHCP メッセージを転送します。

図 50-1 メトロポリタン イーサネット ネットワークにおける DHCP リレー エージェント

スイッチで DHCP スヌーピング情報オプション 82 をイネーブルにすると、次のイベントがこの順序で

発生します。

• ホスト（DHCP クライアント）は DHCP 要求を生成し、これをネットワーク上でブロードキャス

トします。

• スイッチは、この DHCP 要求を受信すると、パケットにオプション 82 情報を追加します。デフォ

ルトでは、リモート ID サブオプションがスイッチの MAC アドレスで、回線 ID サブオプションは

パケットを受信するポート ID（vlan-mod-port）です。Cisco IOS Release 12.2(40)SG 以降では、

リモート ID および回線 ID を設定できます。サブオプションの設定の詳細については、「DHCP ス
ヌーピングおよびオプション 82 のイネーブル化」（P.50-11）を参照してください。

• リレー エージェントの IP アドレスが設定されている場合、スイッチはこの IP アドレスを DHCP 
パケットに追加します。

• スイッチは、オプション 82 フィールドを含む DHCP 要求を DHCP サーバに転送します。

Catalyst 
DHCP  

 A
DHCP 

 

DHCP

 B
DHCP 

98
81

3

VLAN 10
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• DHCP サーバはパケットを受信します。サーバは、オプション 82 に対応している場合、リモート 
ID、回線 ID、またはその両方を使用して IP アドレスを割り当てたり、1 つのリモート ID または

回線 ID に割り当てることのできる IP アドレス数の制限などのポリシーを実装したりできます。次

に DHCP サーバは、DHCP 応答内にオプション 82 フィールドをエコーします。

• スイッチによって要求がサーバにリレーされた場合、DHCP サーバは応答をスイッチにユニキャ

ストします。スイッチは、リモート ID フィールドと、場合によっては回線 ID フィールドを調べ、

オプション 82 データが挿入済みであることを確認します。スイッチはオプション 82 フィールドを

削除してから、DHCP 要求を送信した DHCP クライアントに接続するスイッチ ポートにパケット

を転送します。

デフォルトのサブオプション設定では、前述のイベントのシーケンスが発生すると、図 50-2 にある次

のフィールドの値は変化しません。

• 回線 ID サブオプション フィールド

– サブオプション タイプ

– サブオプション タイプの長さ

– 回線 ID タイプ

– 回線 ID タイプの長さ

• リモート ID サブオプション フィールド

– サブオプション タイプ

– サブオプション タイプの長さ

– リモート ID タイプ

– リモート ID タイプの長さ
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図 50-2 に、デフォルトのサブオプション設定が使用されている場合のリモート ID サブオプションお

よび回線 ID サブオプションのパケット形式を示します。回線 ID サブオプションの場合、モジュール

番号はスイッチ モジュール番号に対応します。DHCP スヌーピングをグローバルにイネーブルにして、

ip dhcp snooping information option グローバル コンフィギュレーション コマンドを開始すると、ス

イッチはパケット形式を使用します。

図 50-2 サブオプションのパケット形式

図 50-3 に、ユーザ設定のリモート ID サブオプションおよび回線 ID サブオプションのパケット形式を

示します。DHCP スヌーピングをグローバルにイネーブルにし、ip dhcp snooping information 
option format remote-id グローバル コンフィギュレーション コマンドおよび ip dhcp snooping vlan 
information option format-type circuit-id string インターフェイス コンフィギュレーション コマンド

を入力すると、スイッチで次のパケット フォーマットが使用されます。

パケットでは、リモート ID サブオプションおよび回線 ID サブオプションを次のように設定した場合、

これらのフィールドの値がデフォルト値から変更されます。

• 回線 ID サブオプション フィールド

– 回線 ID タイプは 1 です。

– 設定した文字列の長さに応じて、長さの値が変化します。

• リモート ID サブオプション フィールド

– リモート ID タイプは 1 です。

– 設定した文字列の長さに応じて、長さの値が変化します。

ID 

 ID   

 ID   

6 

MAC 

1 1 1 1 

ID 

1 1 1 1 11
63

00

4061

6082

1 1 2 

VLAN



50-7
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-25340-01-J

第 50 章      DHCP スヌーピング、IP ソース ガード、およびスタティック ホストの IPSG の設定

DHCP スヌーピングの設定

図 50-3 ユーザ設定のサブオプションのパケット形式

DHCP スヌーピングの設定
スイッチ上で DHCP スヌーピングを設定する場合、信頼できるインターフェイスと信頼できないイン

ターフェイスを区別できるようにスイッチを設定します。VLAN で DHCP スヌーピングを使用するに

は、事前に DHCP スヌーピングをグローバルにイネーブルにしておく必要があります。他の DHCP 機
能から切り離して DHCP スヌーピングをイネーブルにできます。

ここでは、DHCP スヌーピングを設定する手順について説明します。

• 「DHCP スヌーピングのデフォルト設定」（P.50-8）

• 「DHCP スヌーピングのイネーブル化」（P.50-8）

• 「集約スイッチ上での DHCP スヌーピングのイネーブル化」（P.50-10）

• 「DHCP スヌーピングおよびオプション 82 のイネーブル化」（P.50-11）

• 「プライベート VLAN 上での DHCP スヌーピングのイネーブル化」（P.50-13）

• 「PVLAN 上での DHCP スヌーピングのイネーブル化」（P.50-13）

• 「イーサネット チャネル グループでの DHCP スヌーピングの設定」（P.50-13）

• 「DHCP スヌーピング データベース エージェントのイネーブル化」（P.50-14）

• 「着信 DHCP パケットのレート制限」（P.50-14）

• 「データベース エージェントの設定例」（P.50-16）

（注） DHCP サーバの設定については、次の URL の『Cisco IOS IP and IP Routing Configuration Guide』の

「Configuring DHCP」を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_2/ip/configuration/guide/1cfdhcp.html

ID 

 ID  ID   

 ID  ID   

ID 

14
57

74

N1N+2 1

N1N+2 2

ASCII  ID 

1 1 1 N N = 3-63

ASCII  ID 

N N = 1-63

1 

1 1 1 1 

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_2/ip/configuration/guide/1cfdhcp.html


50-8
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-25340-01-J

第 50 章      DHCP スヌーピング、IP ソース ガード、およびスタティック ホストの IPSG の設定

DHCP スヌーピングの設定

DHCP スヌーピングのデフォルト設定

DHCP スヌーピングは、デフォルトでディセーブルに設定されています。表 50-1 に、各 DHCP スヌー

ピング オプションのデフォルトの設定値をすべて示します。

デフォルト設定値を変更する場合は、「DHCP スヌーピングのイネーブル化」を参照してください。

DHCP スヌーピングのイネーブル化

（注） DHCP スヌーピングがグローバルにイネーブルに設定されている場合、ポートが設定されるまで 
DHCP 要求がドロップされます。そのため、作成時ではなく、メンテナンス ウィンドウの間に、この

機能を設定する必要がある場合があります。

DHCP スヌーピングをイネーブルにするには、次の作業を行います。

表 50-1 DHCP スヌーピングのデフォルト設定値 

オプション デフォルト値 /状態

DHCP スヌーピング ディセーブル

DHCP スヌーピング情報オプション イネーブル

DHCP スヌーピング情報オプション 
allow-untrusted

ディセーブル

DHCP スヌーピング レート制限 infinite（レート制限のディセーブルと同じように機

能）

DHCP スヌーピング信頼状態 untrusted

DHCP スヌーピング VLAN ディセーブル

コマンド 目的

ステップ 1 Switch(config)# ip dhcp snooping DHCP スヌーピングをグローバルにイネーブル化しま

す。

no キーワードを使用して DHCP スヌーピングをディ

セーブルにできます。

ステップ 2 Switch(config)# ip dhcp snooping vlan number 
[number] | vlan {vlan range}]

VLAN または VLAN 範囲上の DHCP スヌーピングを

イネーブルにします。

ステップ 3 Switch(config)# errdisable recovery {cause 
dhcp-rate-limit | interval interval}

（任意）指定された errdisable の原因から回復するため

に必要な時間を設定します。

ステップ 4 Switch(config)# errdisable detect cause 
dhcp-rate-limit {action shutdown vlan}

（任意）VLAN 単位の errdisable 検出をイネーブルにし

ます。

（注） このコマンドは、デフォルトでイネーブルに設

定されており、違反が発生するとインターフェ

イスがシャットダウンされます。
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DHCP スヌーピングは、単一の VLAN または複数の VLAN に設定できます。1 つの VLAN で設定す

るには、1 つの VLAN 番号を入力します。VLAN の範囲を設定するには、 初と 後の VLAN 番号、

またはダッシュと VLAN 範囲を入力します。

DoS 攻撃を防ぐために、着信 DHCP パケット数がレート制限されます。着信 DHCP パケットのレート

が設定された制限を超える場合は、ポートが errdisable ステートに置かれます。ポートのシャットダウ

ンを防ぐには、errdisable detect cause dhcp-rate-limit action shutdown vlan グローバル コンフィ

ギュレーション コマンドを使用すると、違反の発生時にポートで問題になっている VLAN のみを

シャットダウンできます。

errdisable recovery cause dhcp-rate-limit グローバル コンフィギュレーション コマンドを設定する

と、セキュア ポートが errdisable ステートの場合に実行してこのステートを自動的に解除できます。ま

た、shutdown および no shutdown のインターフェイス コンフィギュレーション コマンドを入力する

と、手動で再びイネーブルにできます。ポートが VLAN 単位で errdisable モードの場合、clear 
errdisable interface name vlan range コマンドを使用すると、ポート上の VLAN を再度イネーブルに

することもできます。

次に、VLAN 500 ～ 555 の DHCP スヌーピングをイネーブルにする例を示します。

Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# ip dhcp snooping
Switch(config)# ip dhcp snooping vlan 500 555
Switch(config)# ip dhcp snooping information option format remote-id string switch123
Switch(config)# interface GigabitEthernet 5/1
Switch(config-if)# ip dhcp snooping trust
Switch(config-if)# ip dhcp snooping limit rate 100
Switch(config-if)# ip dhcp snooping vlan 555 information option format-type circuit-id 
string customer-555
Switch(config-if)# interface FastEthernet 2/1
Switch(config-if)# ip dhcp snooping vlan 555 information option format-type circuit-id 
string customer-500
Switch(config)# end
Switch# show ip dhcp snooping
Switch DHCP snooping is enabled
DHCP snooping is configured on following VLANs: 
500,555
DHCP snooping is operational on following VLANs: 
500,555
DHCP snooping is configured on the following L3 Interfaces:  

ステップ 5 Switch(config-if)# ip dhcp snooping trust インターフェイスの信頼性を trusted または untrusted 
に設定します。

untrusted クライアントからのメッセージをインター

フェイスが受信できるようにするには、no キーワード

を使用します。

ステップ 6 Switch(config-if)# ip dhcp snooping limit rate 
rate

インターフェイスが受信できる 1 秒あたりの DHCP パ
ケット数（pps）を設定します。1

ステップ 7 Switch(config)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 8 Switch# show ip dhcp snooping 設定を確認します。

1. 信頼できないインターフェイスのレート制限を 101 pps 以上に設定しないことを推奨します。信頼できない各クライアントの推
奨レート制限は、15 pps です。通常、レート制限は信頼できないインターフェイスに適用されます。信頼できるインターフェイ
スのレート制限を設定する場合、信頼できるインターフェイスはスイッチのすべての DHCP トラフィックを収束するため、レー
ト制限を高い値に調整する必要があることに注意してください。ネットワーク構成に応じてこのしきい値を調整する必要があり
ます。CPU が、DHCP パケットを平均速度 1001 pps 以上で受信しないようにしてください。

コマンド 目的
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Insertion of option 82 is enabled
    circuit-id default format: vlan-mod-port
    remote-id: switch123 (string)
Option 82 on untrusted port is not allowed Verification of hwaddr field is enabled DHCP 
snooping trust/rate is configured on the following Interfaces:

Interface                    Trusted     Rate limit (pps)
 ------------------------     -------     ----------------    
FastEthernet5/1              yes         100 
  Custom circuit-ids:
    VLAN 555: customer-555 
FastEthernet2/1              no          unlimited
  Custom circuit-ids: 
    VLAN 500: customer-500

Switch#

次の設定では、ルーティングが別の Catalyst スイッチ（たとえば、Catalyst 6500 シリーズ スイッチ）

で定義された場合の DHCP スヌーピング設定手順について説明しています。

// Trust the uplink gigabit Ethernet trunk port

interface range GigabitEthernet 1/1 – 2
switchport mode trunk
switchport trunk encapsulation dot1q
ip dhcp snooping trust

! 

interface VLAN 14
ip address 10.33.234.1 255.255.254.0
ip helper-address 10.5.1.2

（注） アップリンク ギガビット インターフェイスでトランキングがイネーブルであり、Catalyst 6500 シリー

ズ スイッチに上記ルーティング設定が定義されている場合は、オプション 82 を追加する

（Catalyst 4500 シリーズ スイッチ上の）ダウンストリーム DHCP スヌーピングとの「信頼」関係を設

定する必要があります。Catalyst 6500 シリーズ スイッチでこの作業を実行するには、ip dhcp relay 
information trusted VLAN コンフィギュレーション コマンドを使用します。

集約スイッチ上での DHCP スヌーピングのイネーブル化

集約スイッチ上で DHCP スヌーピングをイネーブルにするには、信頼できないスヌーピング ポートと

してダウンストリーム スイッチに接続するインターフェイスを設定します。ダウンストリーム スイッ

チ（または集約スイッチと DHCP クライアント間のパスにある DSLAM などのデバイス）が、DHCP 
パケットに DHCP オプション 82 情報を追加すると、信頼できないスヌーピング ポート上に着信した 
DHCP パケットはドロップされます。集約スイッチで ip dhcp snooping information option 
allow-untrusted グローバル コンフィギュレーション コマンドを設定すると、集約スイッチは、任意

の信頼できないスヌーピング ポートからのオプション 82 情報を持つ DHCP 要求を受け入れることが

できます。
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DHCP スヌーピングおよびオプション 82 のイネーブル化

スイッチで DHCP スヌーピングとオプション 82 をイネーブルにするには、次の手順を実行します。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# ip dhcp snooping DHCP スヌーピングをグローバルにイネーブル化します。

ステップ 3 Switch(config)# ip dhcp snooping 
vlan vlan-range

VLAN または VLAN 範囲で DHCP スヌーピングをイネーブルにしま

す。指定できる範囲は 1 ～ 4094 です。

VLAN ID 番号によって特定される単一の VLAN ID、それぞれをカンマ

で区切った一連の VLAN ID、ハイフンを間に挿入した VLAN ID の範

囲、または先頭および末尾の VLAN ID で区切られた VLAN ID の範囲

を入力することができます。これらはスペースで区切ります。

ステップ 4 Switch(config)# ip dhcp snooping 
information option

スイッチが、転送された DHCP 要求メッセージにある DHCP リレー情

報（オプション 82 フィールド）を DHCP サーバに挿入したり削除した

りできるようにイネーブルにします。これはデフォルト設定です。

ステップ 5 Switch(config)# ip dhcp snooping 
information option format remote-id 
[string ASCII-string | hostname]

（任意）リモート ID サブオプションを設定します。

次のようにリモート ID を設定できます。

• 63 文字までの ASCII 文字列（スペースなし）

• スイッチに設定されたホスト名

ホスト名が 64 文字以上の場合、リモート ID 設定で 63 文字に切り

捨てられます。

デフォルトのリモート ID はスイッチ MAC アドレスです。

ステップ 6 Switch(config)# ip dhcp snooping 
information option allow-untrusted

（任意）スイッチが、エッジ スイッチに接続された集約スイッチである

場合、エッジ スイッチからのオプション 82 情報付き着信 DHCP スヌー

ピング パケットを受け入れるようにスイッチをイネーブルにします。

デフォルト設定はディセーブルです。

（注） このコマンドは、信頼できるデバイスに接続された集約スイッ

チだけで入力してください。

ステップ 7 Switch(config)# interface 
interface-id

設定するインターフェイスを指定し、インターフェイス コンフィギュ

レーション モードを開始します。

ステップ 8 Switch(config-if)# ip dhcp snooping 
vlan vlan information option 
format-type circuit-id [override] 
string ASCII-string 

（任意）指定したインターフェイスの回線 ID サブオプションを設定しま

す。

1 ～ 4094 の範囲の VLAN ID を使用して、VLAN およびポート ID を指

定します。デフォルトの回線 ID はポート ID で、形式は vlan-mod-port 
です。

回線 ID は 3 ～ 63 の ASCII 文字列（スペースなし）を設定できます。

（任意）override キーワードは、加入者情報を定義するための TLV 形式

に回線 ID サブオプションを挿入したくない場合に使用します。

ステップ 9 Switch(config-if)# ip dhcp snooping 
trust

（任意）インターフェイスの信頼性を trusted または untrusted に設定し

ます。untrusted クライアントからのメッセージをインターフェイスが

受信できるようにするには、no キーワードを使用します。デフォルト

設定は untrusted です。
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DHCP スヌーピングをディセーブルにするには、no ip dhcp snooping グローバル コンフィギュレー

ション コマンドを使用します。1 つの VLAN または VLAN の範囲で DHCP スヌーピングをディセー

ブルにするには、no ip dhcp snooping vlan vlan-range グローバル コンフィギュレーション コマンド

を使用します。オプション 82 フィールドの挿入および削除をディセーブルにするには、no ip dhcp 
snooping information option グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。エッジ ス
イッチによってオプション 82 情報が挿入された着信 DHCP スヌーピング パケットをドロップするよ

うに集約スイッチを設定するには、no ip dhcp snooping information option allow-untrusted グロー

バル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

次に、DHCP スヌーピングをグローバルおよび VLAN 10 でイネーブルにし、ポートのレート制限を 1 
秒あたり 100 パケットに設定する例を示します。

Switch(config)# ip dhcp snooping
Switch(config)# ip dhcp snooping vlan 10
Switch(config)# ip dhcp snooping information option
Switch(config)# interface gigabitethernet2/0/1
Switch(config-if)# ip dhcp snooping limit rate 100

次の例では、VLAN 500 ～ 555 で DHCP スヌーピングをイネーブルにし、オプション 82 回線 ID を設

定する方法を示します。

Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# ip dhcp snooping
Switch(config)# ip dhcp snooping vlan 500 555
Switch(config)# ip dhcp snooping information option format remote-id string switch123
Switch(config)# interface GigabitEthernet 5/1
Switch(config-if)# ip dhcp snooping trust
Switch(config-if)# ip dhcp snooping limit rate 100
Switch(config-if)# ip dhcp snooping vlan 555 information option format-type circuit-id 
string customer-555
Switch(config-if)# interface FastEthernet 2/1
Switch(config-if)# ip dhcp snooping vlan 555 information option format-type circuit-id 
string customer-500

ステップ 10 Switch(config-if)# ip dhcp snooping 
limit rate rate

（任意）インターフェイスが受信できる 1 秒あたりの DHCP パケット数

を設定します。指定できる範囲は 1 ～ 2048 です。デフォルトでは、

レート制限は設定されません。

（注） 信頼できないインターフェイスのレート制限を 1 秒あたり 100 
パケット以下に設定することを推奨します。trusted インター

フェイスにレート制限を設定する場合、ポートが DHCP スヌー

ピングをイネーブルにした複数の VLAN に割り当てられている

トランク ポートであれば、レート制限を増やさなければならな

い可能性があります。

ステップ 11 Switch(config-if)# exit グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 12 Switch(config)# ip dhcp snooping 
verify mac-address

（任意）信頼できないポートで受信される DHCP パケットにある送信元 
MAC アドレスが、パケット内のクライアント ハードウェア アドレスに

一致するかどうかを、スイッチが確認するように設定します。デフォル

トでは、送信元 MAC アドレスがパケットのクライアント ハードウェア 
アドレスと一致することを確認します。

ステップ 13 Switch(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 14 Switch# show running-config 入力を確認します。

ステップ 15 Switch# copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 目的
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Switch(config)# end

次の例では、オプション 82 回線 ID 上書きサブオプションを設定する方法を示します。

Switch(config-if)# ip dhcp snooping vlan 250 information option format-type circuit-id 
override string testcustomer

プライベート VLAN 上での DHCP スヌーピングのイネーブル化

DHCP スヌーピングを Private VLAN（PVLAN）でイネーブルにして、同一 VLAN 内のレイヤ 2 ポー

トを分離できます。DHCP スヌーピングがイネーブル（ディセーブル）の場合、設定はプライマリ 
VLAN および関連付けられたセカンダリ VLAN の両方に伝播します。この設定変更をセカンダリ 
VLAN に反映させずに、プライマリ VLAN の DHCP スヌーピングをイネーブル（ディセーブル）にす

ることはできません。

セカンダリ VLAN で DHCP スヌーピングを設定することは可能ですが、関連付けられたプライマリ 
VLAN で DHCP スヌーピングを設定しないと有効になりません。関連付けられたプライマリ VLAN が
設定されている場合、対応するプライマリ VLAN によってセカンダリ VLAN の DHCP スヌーピング 
モードが有効になります。セカンダリ VLAN で DHCP スヌーピングを手動で設定すると、スイッチで

次の警告メッセージが発行されます。

DHCP Snooping configuration may not take effect on secondary vlan XXX 

show ip dhcp snooping コマンドを実行すると、DHCP スヌーピングがイネーブルにされているすべて

の VLAN（プライマリおよびセカンダリの両方）が表示されます。

PVLAN 上での DHCP スヌーピングのイネーブル化

DHCP スヌーピング、IPSG、および DAI は、補助または音声の VLAN を含む個々の VLAN 上でイ

ネーブルおよびディセーブルにできるレイヤ 2 ベースのセキュリティ機能です。正常に機能させるため

には、Cisco IP Phone の音声 VLAN で DHCP スヌーピングをイネーブルにする必要があります。

イーサネット チャネル グループでの DHCP スヌーピングの設定

DHCP スヌーピングを設定する場合、物理インターフェイス設定に ip dhcp snooping trust を追加する

ことによって、信頼できるインターフェイスとして DHCP パケットを送信するトランク インターフェ

イスを設定する必要があります。ただし、イーサネット チャネル グループ上で DHCP パケットを送信

する場合は、次のように、論理ポートチャネル インターフェイス上で  ip dhcp snooping trust を設定

する必要があります。

Switch# show run int port-channel50
Building configuration...

Current configuration : 150 bytes
!
interface Port-channel50
 switchport
 switchport trunk native vlan 4092
 switchport mode trunk
 switchport nonegotiate
 ip dhcp snooping trust
end

Switch#



50-14
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-25340-01-J

第 50 章      DHCP スヌーピング、IP ソース ガード、およびスタティック ホストの IPSG の設定

DHCP スヌーピングの設定

DHCP スヌーピング データベース エージェントのイネーブル化

データベース エージェントを設定するには、次の作業を 1 つまたは複数行います。

（注） NVRAM（不揮発性 RAM）およびブートフラッシュの保存容量は限られているので、TFTP または

ネットワークベースのファイルを使用してください。フラッシュにデータベース ファイルを保存する

場合は、エージェントによって新しく更新されると新しいファイルが作成されます（フラッシュがすぐ

にいっぱいになります）。さらに、フラッシュで使用するファイル システムの性質上、ファイル数が多

いと低速アクセスになります。TFTP からアクセス可能なリモート ロケーションにファイルが格納され

ている場合、RPR または SSO スタンバイ スーパーバイザ エンジンはスイッチオーバーが発生したと

きにバインディング リストを引き継ぐことができます。

（注） ネットワークベースの URL（TFTP および FTP など）では、スイッチが 初に一連のバインディング

を書き込む前に、設定された URL に空のファイルを作成することが必要です。

着信 DHCP パケットのレート制限

スイッチの CPU によって DHCP 違反チェックが実行されます。したがって、DoS 攻撃を防ぐために

着信 DHCP パケット数がレート制限されています。

着信 DHCP パケットのレートが設定された制限を超える場合は、ポートが errdisable ステートに置か

れます。ユーザが介入するか、または errdisable 回復をイネーブルにして、指定されたタイムアウト時

間の経過後自動的にこのステートから回復するまで、ポートはこの状態のままです。

コマンド 目的

Switch(config)# ip dhcp snooping database {url | 
write-delay seconds | timeout seconds}

Switch(config)# no ip dhcp snooping database 
[write-delay | timeout]

（必須）データベース エージェント（またはファイル）の 
URL、および関連するタイムアウト値を設定します。

Switch# show ip dhcp snooping database [detail] （任意）データベース エージェントの現在の動作状態、およ

び転送に関連する統計情報を表示します。

Switch# clear ip dhcp snooping database statistics （任意）データベース エージェントに関連する統計情報をク

リアします。

Switch# renew ip dhcp snooping database [validation 
none] [url]

（任意）指定の URL にあるファイルから、エントリの読み

取りを要求します。

Switch# ip dhcp snooping binding mac-addr vlan vlan 
ipaddr interface ifname expiry lease-in-seconds

Switch# no ip dhcp snooping binding mac-addr vlan 
vlan ipaddr interface ifname

（任意）スヌーピング データベースにバインディングを追加

または削除します。
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（注） インターフェイス上のレート制限を明示的に設定しない限り、インターフェイスの信頼状態を変更する

ことは、レート制限を信頼状態のデフォルト値に変更することになります。レート制限を設定すると、

信頼状態が変更された場合でもインターフェイスはレート制限を保ちます。 no ip dhcp snooping limit 
rate インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを入力すると、インターフェイスがデフォル

トのレート制限に戻ります。

ポートのシャットダウンを防ぐには、errdisable detect cause dhcp-rate-limit action shutdown vlan 
グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用すると、違反の発生時にポートで問題になってい

る VLAN のみをシャットダウンできます。

着信 DHCP パケットのレートを制限するには、次の作業を行います。

デフォルトのレート制限設定に戻すには、no ip dhcp-rate-limit インターフェイス コンフィギュレー

ション コマンドを使用します。DHCP 検査のエラー回復をディセーブルにするには、no errdisable 
recovery cause dhcp-rate-limit グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

次に、着信パケット数の上限（100 pps）を設定し、バースト間隔（1 秒）を指定する例を示します。

Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)# interface g3/31
Switch(config-if)# ip dhcp-rate-limit rate 100 burst interval 1
Switch(config-if)# exit
Switch(config)# errdisable recovery cause dhcp-rate-limit
Switch(config)# exit
Switch# show interfaces status

コマンド 目的 

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# errdisable detect 
cause dhcp-rate-limit [action 
shutdown vlan]

VLAN 単位の errdisable 検出をイネーブルにします。

ステップ 3 Switch(config)# interface 
interface-id

レート制限されるインターフェイスを指定して、インターフェイス コ
ンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 4 Switch(config-if)# [no] ip dhcp 
snooping limit rate 

インターフェイス上の着信 DHCP 要求および DHCP 応答のレートを制

限します。

デフォルト レートはディセーブルです。

ステップ 5 Switch(config-if)# exit グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 6 Switch(config)# errdisable recovery 
{cause dhcp-rate-limit | 
interval interval}

（任意）DHCP の errdisable ステートからのエラー回復をイネーブルに

します。

デフォルトでは、回復はディセーブルで、回復のインターバルは 300 
秒です。

interval interval には、errdisable ステートから回復する時間を秒単位

で指定します。指定できる範囲は 30 ～ 86400 です。

ステップ 7 Switch(config)# exit 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 8 Switch# show interfaces status 設定を確認します。

ステップ 9 Switch# show errdisable recovery 設定を確認します。

ステップ 10 Switch# copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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Port    Name               Status     Vlan       Duplex Speed Type
Te1/1                      connected 1 full 10G 10GBase-LR
Te1/2                      connected vl-err-dis full 10G 10GBase-LR
SwitchB# show errdisable recovery
ErrDisable Reason    Timer Status
-----------------    --------------
udld                 Disabled
bpduguard            Disabled
security-violatio    Disabled
channel-misconfig    Disabled
vmps                 Disabled
pagp-flap            Disabled
dtp-flap             Disabled
link-flap            Disabled
l2ptguard            Disabled
psecure-violation    Disabled
gbic-invalid         Disabled
dhcp-rate-limit      Disabled
unicast-flood        Disabled
storm-control        Disabled
arp-inspection       Enabled

Timer interval: 300 seconds

Interfaces that will be enabled at the next timeout:

SwitchB#
1w2d: %SW_DAI-4-PACKET_RATE_EXCEEDED: 101 packets received in 739 milliseconds on Gi3/31.
1w2d: %PM-4-ERR_DISABLE: arp-inspection error detected on Gi3/31, putting Gi3/31 in 
err-disable state
SwitchB# show clock
*02:21:43.556 UTC Fri Feb 4 2005
SwitchB#
SwitchB# show interface g3/31 status

Port      Name               Status       Vlan       Duplex  Speed Type
Gi3/31                       err-disabled 100          auto   auto 10/100/1000-TX
SwitchB#
SwitchB#
1w2d: %PM-4-ERR_RECOVER: Attempting to recover from arp-inspection err-disable state on 
Gi3/31
SwitchB# show interface g3/31 status

Port      Name               Status       Vlan       Duplex  Speed Type
Gi3/31                       connected    100        a-full  a-100 10/100/1000-TX
SwitchB# show clock
*02:27:40.336 UTC Fri Feb 4 2005
SwitchB#

データベース エージェントの設定例

次に、前の手順でのコマンドの設定例を示します。

例 1：データベース エージェントのイネーブル化

次に、指定の場所にバインディングを保存するように DHCP スヌーピング データベース エージェント

を設定し、その設定と動作状態を表示する例を示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# ip dhcp snooping database tftp://10.1.1.1/directory/file
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Switch(config)# end
Switch# show ip dhcp snooping database detail
Agent URL : tftp://10.1.1.1/directory/file
Write delay Timer : 300 seconds
Abort Timer : 300 seconds

Agent Running : No
Delay Timer Expiry : 7 (00:00:07)
Abort Timer Expiry : Not Running

Last Succeded Time : None
Last Failed Time : 17:14:25 UTC Sat Jul 7 2001
Last Failed Reason : Unable to access URL.

Total Attempts       :       21   Startup Failures :        0
Successful Transfers :        0   Failed Transfers :       21
Successful Reads     :        0   Failed Reads     :        0
Successful Writes    :        0   Failed Writes    :       21
Media Failures       :        0

First successful access: Read

Last ignored bindings counters :
Binding Collisions    :        0   Expired leases    :        0
Invalid interfaces    :        0   Unsupported vlans :        0
Parse failures        :        0
Last Ignored Time : None

Total ignored bindings counters:
Binding Collisions    :        0   Expired leases    :        0
Invalid interfaces    :        0   Unsupported vlans :        0
Parse failures        :        0

Switch#

出力の 初の 3 行は、設定された URL および関連付けられたタイマー設定値を表示します。次の 3 行
は、動作状態のほか、書き込み遅延時間および中断タイマーが経過するまでに残された時間を表しま

す。

出力に表示される統計情報のうち、Startup Failures は起動時のファイル読み込みまたは作成に失敗し

た試行回数を示します。

（注） ロケーションはネットワークに基づいているため、TFTP サーバに一時ファイルを作成する必要があり

ます。TFTP サーバ デーモンが参照できるようにディレクトリ「directory」に 0 バイトのファイル

「file」を作成して、標準的な UNIX ワークステーション上に一時ファイルを作成できます。UNIX 
ワークステーションのサーバ実装の一部では、ファイルへの書き込みに対して完全な（777）許可が

ファイルに必要です。

DHCP スヌーピング バインディングは、MAC アドレスと VLAN の組み合わせに重点を置いています。

スイッチがすでにバインディングを所有する、所定の MAC アドレスと VLAN の組み合わせのエント

リがリモート ファイルにある場合、ファイルが読み取られるときにリモート ファイルからのエントリ

は無視されます。このような状態を、バインディング コリジョンと呼びます。

ファイル内のエントリに示されたリース期間が、ファイルの読み取り時にすでに経過している場合は、

このエントリは無効になります。Expired leases カウンタは、この状態によって無視されたバインディ

ング数を示します。Invalid interfaces カウンタは読み取りの際に、エントリで指定されたインターフェ

イスがシステムに存在しない場合、またはインターフェイスが存在する場合は、それがルータ、または 
DHCP スヌーピングで信頼されたインターフェイスのいずれかであるために無視されたバインディン
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グ数を示します。Unsupported vlans は、エントリの示す VLAN がシステム上でサポートされないため

に無視されたエントリの数を示します。Parse failures カウンタは、スイッチがファイルのエントリの

意味を解釈できなかった場合に無視されたエントリ数を示します。

スイッチは、このような無視されたバインディングに対して 2 組のカウンタを維持します。1 つは、上

記の条件が 1 つ以上該当するために無視された 1 つ以上のバインディングを持つ読み取りに対するカウ

ンタです。このようなカウンタは「Last ignored bindings counters」として表示されます。Total 
ignored bindings counters は、スイッチが起動されて以降のすべての読み取りで無視されたバインディ

ングの総数を表します。この 2 組のカウンタは、clear コマンドによってクリアされます。合計カウン

タのセットは、 後に消去した時点からの無視されたバインディングの累積数と見なすことができま

す。

例 2：TFTP ファイルからのバインディング エントリの読み取り

TFTP ファイルからエントリを手動で読み取るには、次の作業を実行します。

次に、tftp://10.1.1.1/directory/file からエントリを手動で読み取る例を示します。

Switch# show ip dhcp snooping database
Agent URL : 
Write delay Timer : 300 seconds
Abort Timer : 300 seconds

Agent Running : No
Delay Timer Expiry : Not Running
Abort Timer Expiry : Not Running

Last Succeded Time : None
Last Failed Time : None
Last Failed Reason : No failure recorded.

Total Attempts       :        0   Startup Failures :        0
Successful Transfers :        0   Failed Transfers :        0
Successful Reads     :        0   Failed Reads     :        0
Successful Writes    :        0   Failed Writes    :        0
Media Failures       :        0
Switch#
Switch# renew ip dhcp snoop data tftp://10.1.1.1/directory/file
Loading directory/file from 10.1.1.1 (via GigabitEthernet1/1): !
[OK - 457 bytes]
Database downloaded successfully.

Switch#
00:01:29: %DHCP_SNOOPING-6-AGENT_OPERATION_SUCCEEDED: DHCP snooping database Read 
succeeded.
Switch#
Switch# show ip dhcp snoop data

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# show ip dhcp snooping database DHCP スヌーピング データベース エージェントの統計

情報を表示します。

ステップ 2 Switch# renew ip dhcp snoop data url 所定の URL からファイルを読み取るようにスイッチに

指示します。

ステップ 3 Switch# show ip dhcp snoop data 読み取りステータスを表示します。

ステップ 4 Switch# show ip dhcp snoop bind バインディングの読み取りが適切に行われたかどうか

を確認します。
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Agent URL : 
Write delay Timer : 300 seconds
Abort Timer : 300 seconds

Agent Running : No
Delay Timer Expiry : Not Running
Abort Timer Expiry : Not Running

Last Succeded Time : 15:24:34 UTC Sun Jul 8 2001
Last Failed Time : None
Last Failed Reason : No failure recorded.

Total Attempts       :        1   Startup Failures :        0
Successful Transfers :        1   Failed Transfers :        0
Successful Reads     :        1   Failed Reads     :        0
Successful Writes    :        0   Failed Writes    :        0
Media Failures       :        0
Switch#
Switch# show ip dhcp snoop bind
MacAddress          IpAddress        Lease(sec)  Type           VLAN  Interface
------------------  ---------------  ----------  -------------  ----  --------------------
00:01:00:01:00:05   1.1.1.1          49810       dhcp-snooping  512   GigabitEthernet1/1
00:01:00:01:00:02   1.1.1.1          49810       dhcp-snooping  512   GigabitEthernet1/1
00:01:00:01:00:04   1.1.1.1          49810       dhcp-snooping  1536  GigabitEthernet1/1
00:01:00:01:00:03   1.1.1.1          49810       dhcp-snooping  1024  GigabitEthernet1/1
00:01:00:01:00:01   1.1.1.1          49810       dhcp-snooping  1     GigabitEthernet1/1
Switch#
Switch# clear ip dhcp snoop bind
Switch# show ip dhcp snoop bind
MacAddress          IpAddress        Lease(sec)  Type           VLAN  Interface
------------------  ---------------  ----------  -------------  ----  --------------------
Switch#

例 3：DHCP スヌーピング データベースへの情報の追加

手動で DHCP スヌーピング データベースにバインディングを追加するには、次の作業を行います。

次に、DHCP スヌーピング データベースにバインディングを手動で追加する例を示します。

Switch# show ip dhcp snooping binding
MacAddress          IpAddress        Lease(sec)  Type           VLAN  Interface
------------------  ---------------  ----------  -------------  ----  --------------------
Switch#
Switch# ip dhcp snooping binding 1.1.1 vlan 1 1.1.1.1 interface gi1/1 expiry 1000

Switch# show ip dhcp snooping binding
MacAddress          IpAddress        Lease(sec)  Type           VLAN  Interface
------------------  ---------------  ----------  -------------  ----  --------------------
00:01:00:01:00:01   1.1.1.1          992         dhcp-snooping  1     GigabitEthernet1/1
Switch#

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# show ip dhcp snooping binding DHCP スヌーピング データベースを表示します。

ステップ 2 Switch# ip dhcp snooping binding binding-id vlan 
vlan-id interface interface expiry lease-time

ip dhcp snooping EXEC コマンドを使用して、バイン

ディングを追加します。

ステップ 3 Switch# show ip dhcp snooping binding DHCP スヌーピング データベースをチェックします。
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DHCP スヌーピング情報の表示
スイッチ上のすべてのインターフェイスについて、DHCP スヌーピング バインディング テーブルおよ

び設定情報を表示できます。

バインディング テーブルの表示

各スイッチの DHCP スヌーピング バインディング テーブルには、信頼できないポートに関連したバイ

ンディング エントリが格納されています。テーブルには、trusted ポートに相互接続するホストに関す

る情報は収められていません。相互接続した各スイッチは、独自の DHCP スヌーピング バインディン

グ テーブルを持つためです。

次に、スイッチの DHCP スヌーピング バインディング情報を表示する例を示します。

Switch# show ip dhcp snooping binding
MacAddress          IpAddress        Lease(sec)  Type           VLAN  Interface
------------------  ---------------  ----------  -------------  ----  --------------------
00:02:B3:3F:3B:99   55.5.5.2         6943        dhcp-snooping  10    FastEthernet6/10
Switch#

表 50-2 に、show ip dhcp snooping binding コマンド出力のフィールドの説明を示します。

DHCP スヌーピング設定の表示

次に、スイッチの DHCP スヌーピング設定を表示する例を示します。

Switch# show ip dhcp snooping
Switch DHCP snooping is enabled.
DHCP Snooping is configured on the following VLANs:

10 30-40 100 200-220
Insertion of option 82 is enabled 
Option82 on untrusted port is not allowed
Verification of hwaddr field is enabled
Interface Trusted Rate limit (pps)
--------- -------  ----------------    
FastEthernet2/1 yes 10
FastEthernet3/1 yes none
GigabitEthernet1/1 no 20
Switch#

表 50-2 show ip dhcp snooping binding コマンド出力

フィールド 説明

MAC Address クライアント ハードウェアの MAC アドレス

IP Address DHCP サーバに割り当てられたクライアント IP アドレス

Lease (seconds) IP アドレス リース時間

Type バインディング タイプ。DHCP スヌーピングによって学習されたダイ

ナミック バインディングか、またはスタティックに設定されたバイン

ディングです。

VLAN クライアント インターフェイスの VLAN 番号

Interface DHCP クライアント ホストに接続するインターフェイス
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IP ソース ガードについて
IP ソース ガード機能は、DHCP スヌーピングの信頼できないレイヤ 2 ポートでイネーブルにされてい

ます。 初に、ポートのすべての IP トラフィックが、DHCP スヌーピング処理によってキャプチャさ

れた DHCP パケットを除いてブロックされます。クライアントが DHCP サーバから有効な IP アドレ

スを受信する場合、またはスタティック IP 送信元バインディングを設定した場合に、ポート単位 
VLAN アクセス コントロール リスト（VACL）がポート上にインストールされます。この処理は、ク

ライアント IP トラフィックをバインディングに設定された送信元 IP アドレスに制限するので、IP 送信

元バインディングにない送信元 IP アドレスを持つ IP トラフィックが排除されます。このフィルタリン

グによって、隣接ホストの IP アドレスを要求することによるホストのネットワーク攻撃能力を制限で

きます。

（注） DHCP スヌーピングがイネーブルにされた大量の VLAN のトランク ポート上で IP ソース ガードがイ

ネーブルにされている場合、ACL ハードウェア リソースが不足し、代わりにパケットの一部がソフト

ウェアでスイッチングされる可能性があります。

（注） IP ソース ガードがイネーブルの場合、ACL ハードウェア プログラミングの代替方式を指定する場合が

あります。詳細については、第 51 章「ACL によるネットワーク セキュリティの設定」の「TCAM プ
ログラミングと ACL」を参照してください。

（注） インターフェイスがダウン ステートになっている場合は、TCAM が RACL に対してではなく、PACL 
に使用されます。

IP ソース ガードは、アクセスおよびトランクの両方を含むレイヤ 2 ポートだけをサポートしています。

それぞれの信頼できないレイヤ 2 ポートには、2 つのレベルの IP トラフィック セキュリティ フィルタ

リングがあります。

• 送信元 IP アドレス フィルタ

IP トラフィックは、送信元 IP アドレスに基づいてフィルタリングされます。IP 送信元バインディ

ング エントリに一致する送信元 IP アドレスを持つ IP トラフィックだけが許可されます。

新しい IP 送信元エントリ バインディングがポートで作成または削除されると、IP 送信元アドレス 
フィルタが変更されます。IP 送信元バインディングの変更を反映するために、ポート VACL が
ハードウェアで再計算および再適用されます。デフォルトでは、ポートに IP 送信元バインディン

グがない状態で IP フィルタがイネーブルにされている場合、すべての IP トラフィックを拒否する

デフォルトの PVACL がポートにインストールされます。同様に、IP フィルタがディセーブルにさ

れている場合、すべての IP 送信元フィルタ PVACL がインターフェイスから削除されます。

• 送信元 IP および MAC アドレス フィルタ

IP トラフィックは送信元 IP アドレスと MAC アドレスに基づいてフィルタリングされます。IP 送
信元バインディング エントリに一致する送信元 IP アドレスと MAC アドレスを持つ IP トラフィッ

クだけが許可されます。

（注） IP ソース ガードが IP と MAC フィルタリング モードでイネーブルに設定されている場合、DHCP プ
ロトコルが正常に動作するように、DHCP スヌーピング オプション 82 がイネーブルに設定されている

必要があります。オプション 82 データがないと、スイッチは DHCP サーバ応答を転送するようにクラ

イアント ホスト ポートを設置できません。そして、DHCP サーバ応答がドロップされ、クライアント

は IP アドレスを取得できなくなります。
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IP ソース ガードの設定
IP ソース ガードをイネーブルにするには、次の作業を行います。

インターフェイス上のスタティック ホストを使用して IP ソース ガードを停止したい場合、インター

フェイス コンフィギュレーション サブモードで次のコマンドを使用します。

Switch(config-if)# no ip verify source
Switch(config-if)# no ip device tracking max

no ip device tracking コマンドがインターフェイス コンフィギュレーション サブモードで使用されて

いる場合、実際はグローバル コンフィギュレーション モードで実行され、IP デバイス トラッキングが

グローバルにディセーブルにされます。IP デバイスのトラッキングをグローバルにディセーブルにす

ると、スタティック ホストの IP ソース ガードは、ip verify source tracking [port-security] コマンド

を使用して、インターフェイス上のすべての IP トラフィックを拒否します。

（注） スタティック IP 送信元バインディングが設定できるのは、スイッチ ポート上だけです。

ip source binding vlan interface コマンドをレイヤ 3 ポートに設定した場合、次のようなエラー メッ

セージを受信します。

Static IP source binding can only be configured on switch port.

コマンド 目的

ステップ 1 Switch(config)# ip dhcp snooping DHCP スヌーピングをグローバルにイネーブル化しま

す。

no キーワードを使用して DHCP スヌーピングをディ

セーブルにできます。

ステップ 2 Switch(config)# ip dhcp snooping vlan number 
[number]

VLAN 上で DHCP スヌーピングをイネーブルにしま

す。

ステップ 3 Switch(config-if)# no ip dhcp snooping trust インターフェイスの信頼性を trusted または untrusted 
に設定します。

ネットワーク内からのメッセージだけを受信するよう

にインターフェイスを設定する場合は、no キーワード

を使用します。

ステップ 4 Switch(config-if)# ip verify source vlan 
dhcp-snooping port-security

ポート上の IP ソース ガード、送信元 IP、および送信元 
MAC アドレス フィルタリングをイネーブルにします。

ステップ 5 Switch(config-if)# switchport port-security limit 
rate invalid-source-mac N

ポート上の学習済み送信元 MAC アドレスに対してセ

キュリティ レート制限をイネーブルにします。

（注） この制限は、IP および MAC アドレスの両方を

フィルタリングするように IP ソース ガードが

イネーブルにされたポートにのみ適用されます。

ステップ 6 Switch(config)# ip source binding mac-address 
Vlan vlan-id ip-address interface interface-name

ポート上にスタティック IP バインディングを設定しま

す。

ステップ 7 Switch(config)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 8 Switch# show ip verify source interface 
interface-name

設定を確認します。
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次に、VLAN 10 ～ 20 上でレイヤ 2 ポートごとの IP ソース ガードをイネーブルにする例を示します。

Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)# ip dhcp snooping
Switch(config)# ip dhcp snooping vlan 10 20
Switch(config)# interface fa6/1
Switch(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# switchport trunk native vlan 10
Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 11-20
Switch(config-if)# no ip dhcp snooping trust
Switch(config-if)# ip verify source vlan dhcp-snooping
Switch(config)# end
Switch# show ip verify source interface f6/1
Interface  Filter-type  Filter-mode  IP-address       Mac-address        Vlan
---------  -----------  -----------  ---------------  -----------------  ----------
Fa6/1      ip-mac       active       10.0.0.1                            10  
Fa6/1      ip-mac       active       deny-all                            11-20  
Switch#

この出力は、VLAN 10 に有効な DHCP バインディングが 1 つあることを示します。

PVLAN 上での IP ソース ガードの設定

PVLAN ポートで有効になっている IP ソース ガードの場合、プライマリ VLAN 上で DHCP スヌーピ

ングをイネーブルにする必要があります。プライマリ VLAN 上の IP ソース ガードは、自動的にセカ

ンダリ VLAN に伝播されます。セカンダリ VLAN 上にスタティック IP 送信元バインディングを設定

できますが、機能しません。手動でセカンダリ VLAN 上にスタティック IP 送信元バインディングを設

定すると、次のメッセージが表示されます。

IP source filter may not take effect on a secondary VLAN where IP source binding is 
configured. If the private VLAN feature is enabled, IP source filter on the primary VLAN 
will automatically propagate to all secondary VLAN.

IP ソース ガード情報の表示
次の例に示すように、show ip verify source コマンドを使用して、スイッチ上のすべてのインターフェ

イスに関する IP ソース ガード PVACL 情報を表示できます。

• 次に、VLAN 10 ～ 20 で DHCP スヌーピングがイネーブルにされていて、IP フィルタリングに対

してインターフェイス fa6/1 が設定されていて、VLAN 10 に既存の IP アドレス バインディング 
10.0.01 が存在する場合に表示される PVACL の例を示します。

Interface  Filter-type  Filter-mode  IP-address       Mac-address     Vlan
---------  -----------  -----------  ---------------  --------------  ---------
fa6/1      ip           active       10.0.0.1                         10
fa6/1      ip           active       deny-all                         11-20

（注） 2 番めのエントリは、デフォルト PVACL（すべての IP トラフィックを拒否）が、有効な IP 送信元バ

インディングを持たず、スヌーピングがイネーブルにされた VLAN のポート上にインストールされて

いることを示します。

• 次に、trusted ポートに対して表示される PVACL の例を示します。

Interface  Filter-type  Filter-mode  IP-address       Mac-address     Vlan
---------  -----------  -----------  ---------------  --------------  ---------
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fa6/2      ip           inactive-trust-port

• 次に、DHCP スヌーピングが設定されていない VLAN のポートに対して表示される PVACL の例

を示します。

Interface  Filter-type  Filter-mode  IP-address       Mac-address     Vlan
---------  -----------  -----------  ---------------  --------------  ---------
fa6/3      ip           inactive-no-snooping-vlan

• 次に、複数のバインディングが IP-to-MAC フィルタリングに設定されているポートに対して表示

される PVACL の例を示します。

Interface  Filter-type  Filter-mode  IP-address       Mac-address     Vlan
---------  -----------  -----------  ---------------  --------------  ---------
fa6/4      ip-mac       active       10.0.0.2         aaaa.bbbb.cccc  10
fa6/4      ip-mac       active       11.0.0.1         aaaa.bbbb.cccd  11
fa6/4      ip-mac       active       deny-all         deny-all        12-20

• 次に、IP-to-MAC フィルタリングが設定されているがポート セキュリティが設定されていない

ポートに対して表示される PVACL の例を示します。

Interface  Filter-type  Filter-mode  IP-address       Mac-address     Vlan
---------  -----------  -----------  ---------------  --------------  ---------
fa6/5      ip-mac       active       10.0.0.3         permit-all      10
fa6/5      ip-mac       active       deny-all         permit-all      11-20

（注） MAC フィルタで permit-all が表示されるのは、ポート セキュリティがイネーブルにされ

ていないためです。MAC フィルタはポートまたは VLAN に適用できず、事実上ディセー

ブルの状態です。常にポート セキュリティを 初にイネーブルにしてください。

• 次に、IP 送信元フィルタ モードが設定されていないポートに show ip verify source コマンドを入

力した場合に表示されるエラー メッセージの例を示します。

IP Source Guard is not configured on the interface fa6/6.

また、show ip verify source コマンドを使用して、IP ソース ガードがイネーブルにされたスイッチ上

のすべてのインターフェイスを次のように表示できます。

Switch# show ip verify source
Interface  Filter-type  Filter-mode  IP-address       Mac-address     Vlan
---------  -----------  -----------  ---------------  --------------  ---------
fa6/1      ip           active       10.0.0.1                         10
fa6/1      ip           active       deny-all                         11-20
fa6/2      ip           inactive-trust-port
fa6/3      ip           inactive-no-snooping-vlan
fa6/4      ip-mac       active       10.0.0.2         aaaa.bbbb.cccc  10
fa6/4      ip-mac       active       11.0.0.1         aaaa.bbbb.cccd  11
fa6/4      ip-mac       active       deny-all         deny-all        12-20
fa6/5      ip-mac       active       10.0.0.3         permit-all      10
fa6/5      ip-mac       active       deny-all         permit-all      11-20



50-25
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-25340-01-J

第 50 章      DHCP スヌーピング、IP ソース ガード、およびスタティック ホストの IPSG の設定

IP 送信元バインディング情報の表示

IP 送信元バインディング情報の表示
スイッチ上のすべてのインターフェイス上に設定された IP 送信元バインディングを表示するには、 
show ip source binding コマンドを使用します。

Switch# show ip source binding
MacAddress          IpAddress        Lease(sec)  Type           VLAN  Interface
------------------  ---------------  ----------  -------------  ----  --------------------
00:02:B3:3F:3B:99   55.5.5.2         6522        dhcp-snooping  10    FastEthernet6/10
00:00:00:0A:00:0B   11.0.0.1         infinite    static         10    FastEthernet6/10
Switch#

表 50-3 では、show ip source binding コマンドの出力結果における各フィールドについて説明します。

スタティック ホスト用 IP ソース ガードの設定

（注） スタティック ホストの IPSG は、アップリンク ポートでは使用しないでください。

スタティック ホストの IP ソース ガード（IPSG）は、IPSG 機能を非 DHCP およびスタティック環境

に拡張します。

ここでは、次の内容について説明します。

• 「スタティック ホスト用 IP ソース ガードについて」（P.50-25）

• 「レイヤ 2 アクセス ポート上のスタティック ホストの IPSG の設定」（P.50-26）

• 「PVLAN ホスト ポート上のスタティック ホストの IPSG の設定」（P.50-29）

スタティック ホスト用 IP ソース ガードについて

より重要な機能の IPSG では、スイッチに接続されたホストを検証するために、DHCP スヌーピング機

能により作成されたエントリを使用します。ホストから受信したトラフィックのうち、有効な DHCP 
を持たないものはすべてドロップされます。DHCP 環境は IPSG が機能するための前提条件です。スタ

ティック ホストの IPSG 機能は、DHCP に対する IPSG の依存性を削除します。スイッチは、ARP 要
求または他の IP パケットに基づいてスタティック エントリを作成し、このエントリを使用して指定

ポートの有効なホストのリストを保持します。また、特定のポートにトラフィックを送信できるホスト

の数を指定できます。これはレイヤ 3 でのポート セキュリティと同じです。

表 50-3 show ip source binding コマンド出力

フィールド 説明

MAC Address クライアント ハードウェアの MAC アドレス

IP Address DHCP サーバに割り当てられたクライアント IP アドレス

Lease (seconds) IP アドレス リース時間

Type バインディング タイプ（CLI から設定されたスタティック バインディ

ング、および DHCP スヌーピングによって学習されたダイナミック バ
インディング）

VLAN クライアント インターフェイスの VLAN 番号

Interface DHCP クライアント ホストに接続するインターフェイス
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（注） 複数ネットワーク インターフェイスを持つ一部の IP ホストは、一部の無効パケットをネットワーク イ
ンターフェイスに投入することがあります。これらの無効パケットには、送信元アドレスとしてのホス

トの別のネットワーク インターフェイスの IP-to-MAC アドレスを含みます。これにより、ホストに接

続しているスイッチにあるスタティック ホストの IPSG が、無効な IP-to-MAC アドレス バインディン

グを学習し、有効なバインディングを拒否します。無効パケットの投入を回避するには、対応するオペ

レーティング システムおよびそのホストのネットワーク デバイスのベンダーに相談する必要がありま

す。

初、スタティック ホスト用 IPSG は ACL ベースのスヌーピング方法を通じて、動的に IP-to-MAC 
バインディングを学習します。IP-to-MAC バインディングは、ARP および IP パケットを使用してスタ

ティック ホストから学習され、デバイス トラッキング データベースを使用して保存されます。指定

ポートで動的に学習された、または静的に設定された IP アドレスの数が 大限度に達すると、新しい 
IP アドレスを持つパケットはハードウェアでドロップされます。何らかの理由で移動されたまたは消

去されたホストを扱うために、スタティック ホストの IPSG 機能は IP デバイス トラッキング機能を使

用し、動的に学習した IP アドレス バインディングをエージング アウトします。この機能は、DHCP ス
ヌーピングと同時に使用できます。複数バインディングが、DHCP とスタティック ホストの両方に接

続されているポート上で確立されます（つまり、バインディングは、デバイス トラッキング データ

ベースだけでなく、DHCP スヌーピング バインディング データベースにも保存されます）。

レイヤ 2 アクセス ポート上のスタティック ホストの IPSG の設定

レイヤ 2 アクセス ポート上でスタティック ホストの IPSG を設定できます。

レイヤ 2 アクセス ポート上で IP フィルタを使用してスタティック ホストの IPSG をイネーブルにする

には、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch(config)# ip device tracking IP ホスト テーブルをオンにします。

ステップ 2 Switch(config)# ip device tracking [probe {count 
count | interval interval}]

（任意）IP デバイス トラッキング テーブルで、これら

のパラメータを設定します。

• count：スイッチが ARP プローブを送信する回数

です。指定できる範囲は 1 ～ 5 です。デフォルトは 
3 です。

• interval：スイッチが ARP プローブを再送する前

に、応答を待機する秒数。指定できる範囲は 30 ～ 
300 秒です。デフォルトは 30 秒です。

ステップ 3 Switch(config)# ip device tracking [probe {delay 
interval}]

（任意）IP デバイス トラッキング テーブルに対してオ

プションのプローブ遅延パラメータを設定します。

• interval：スイッチが ARP プローブの送信を遅延

する秒数。追跡対象デバイスによるリンク アップ

および ARP プローブの生成により起動されます。

指定できる範囲は 1 ～ 120 秒です。デフォルトは 0 
秒です。

ステップ 4 Switch(config)# interface fastEthernet a/b IP コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 5 Switch(config-if)# switchport mode access アクセスとしてポートを設定します。

ステップ 6 Switch(config-if)# switchport access vlan n このポートに VLAN を設定します。
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インターフェイス上のスタティック ホストの IPSG を停止するには、インターフェイス コンフィギュ

レーションのサブモードで次のコマンドを使用します。

Switch(config-if)# no ip verify source
Switch(config-if)# no ip device tracking max"

ポート上のスタティック ホストの IPSG をイネーブルにするには、次のコマンドを入力します。

Switch(config)# ip device tracking ****enable IP device tracking globally
Switch(config)# ip device tracking max <n> ****set an IP device tracking maximum on int
Switch(config-if)# ip verify source tracking [port-security] ****activate IPSG on the port

注意 IP デバイス トラッキングをグローバルにイネーブルにせずに、またはそのインターフェイス上の 
IP デバイス トラッキングの 大値を設定せずに、ポートで ip verify source tracking 
[port-security] インターフェイス コンフィギュレーション コマンドだけを設定した場合、スタ

ティック ホストの IPSG は、そのインターフェイスからのすべての IP トラフィックを拒否します。

この問題は、PVLAN ホスト ポート上のスタティック ホストの IPSG にも適用されます。

次に、レイヤ 2 アクセス ポートでの IP フィルタを使用したスタティック ホストの IPSG をイネーブル

にし、インターフェイス Fa4/3 上で 3 つの有効 IP バインディングを確認する例を示します。

Switch# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)# ip device tracking
Switch(config)# interface fastEthernet 4/3
Switch(config-if)# switchport mode access 
Switch(config-if)# switchport access vlan 10
Switch(config-if)# ip device tracking maximum 5
Switch(config-if)# ip verify source tracking

ステップ 7 Switch(config-if)# ip device tracking maximum n このポート上でバインディングの 大限度を確立しま

す。

大限度は 10 です。

ステップ 8 Switch(config-if)# switchport port-security （任意）このポートのポート セキュリティをアクティブ

にします。

ステップ 9 Switch(config-if)# switchport port-security 
maximum n

（任意）このポートの MAC アドレスの 大数を確立し

ます。

ステップ 10 Switch(config-if)# ip verify source tracking 
[port-security]

このポート上でスタティック ホストの IPSG をアク

ティブにします。

ステップ 11 Switch(config-if)# end インターフェイス コンフィギュレーション モードを終

了します。

ステップ 12 Switch# show ip verify source interface-name 設定を確認します。

ステップ 13 Switch# show ip device track all
[active | inactive] count

スイッチ インターフェイス上の指定ホストの IP/MAC 
バインディングを表示して、設定を確認します。

• all active：アクティブな IP-to-MAC バインディン

グ エントリだけを表示します。

• all inactive：非アクティブな IP-to-MAC バイン

ディング エントリだけを表示します。

• all：アクティブおよび非アクティブな IP-to-MAC 
バインディング エントリを表示します。

コマンド 目的



50-28
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-25340-01-J

第 50 章      DHCP スヌーピング、IP ソース ガード、およびスタティック ホストの IPSG の設定

スタティック ホスト用 IP ソース ガードの設定

Switch(config-if)# end

Switch# show ip verify source
Interface  Filter-type  Filter-mode  IP-address       Mac-address        Vlan
---------  -----------  -----------  ---------------  -----------------  ----
Fa4/3      ip trk       active       40.1.1.24                           10   
Fa4/3      ip trk       active       40.1.1.20                           10  
Fa4/3      ip trk       active       40.1.1.21                           10   

次に、レイヤ 2 アクセス ポートで IP MAC フィルタを使用してスタティック ホストの IPSG をイネー

ブルにし、インターフェイス Fa4/3 上の 5 つの有効 IP/MAC バインディングを確認して、このイン

ターフェイス上のバインディング数が 大限度に達したかどうかを確認する例を示します。

Switch# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)# ip device tracking
Switch(config)# interface fastEthernet 4/3
Switch(config-if)# switchport mode access 
Switch(config-if)# switchport access vlan 1
Switch(config-if)# ip device tracking maximum 5
Switch(config-if)# switchport port-security 
Switch(config-if)# switchport port-security maximum 5
Switch(config-if)# ip verify source tracking port-security 
Switch(config-if)# end

Switch# show ip verify source
Interface  Filter-type  Filter-mode  IP-address       Mac-address        Vlan
---------  -----------  -----------  ---------------  -----------------  ----
Fa4/3      ip-mac trk   active       40.1.1.24        00:00:00:00:03:04  1   
Fa4/3      ip-mac trk   active       40.1.1.20        00:00:00:00:03:05  1   
Fa4/3      ip-mac trk   active       40.1.1.21        00:00:00:00:03:06  1   
Fa4/3      ip-mac trk   active       40.1.1.22        00:00:00:00:03:07  1   
Fa4/3      ip-mac trk   active       40.1.1.23        00:00:00:00:03:08  1  

次に、すべてのインターフェイスのすべての IP-to-MAC バインディング エントリを表示する例を示し

ます。CLI はアクティブ エントリと非アクティブ エントリの両方を表示します。インターフェイスで

ホストが学習されると、この新しいエントリは、アクティブとマークされます。同じホストが現在のイ

ンターフェイスから切断され、別のインターフェイスに接続されると、ホストが検出され次第、新しい 
IP-to-MAC バインディング エントリがアクティブとして表示されます。ここで、前のインターフェイ

ス上のこのホストの古いエントリは、非アクティブとしてマークが付けられます。

Switch# show ip device tracking all 
IP Device Tracking = Enabled
IP Device Tracking Probe Count = 3
IP Device Tracking Probe Interval = 30
---------------------------------------------------------------------
  IP Address     MAC Address   Vlan  Interface              STATE    
---------------------------------------------------------------------
200.1.1.8       0001.0600.0000  8    GigabitEthernet3/1     INACTIVE
200.1.1.9       0001.0600.0000  8    GigabitEthernet3/1     INACTIVE
200.1.1.10      0001.0600.0000  8    GigabitEthernet3/1     INACTIVE
200.1.1.1       0001.0600.0000  9    GigabitEthernet4/1     ACTIVE
200.1.1.1       0001.0600.0000  8    GigabitEthernet3/1     INACTIVE
200.1.1.2       0001.0600.0000  9    GigabitEthernet4/1     ACTIVE
200.1.1.2       0001.0600.0000  8    GigabitEthernet3/1     INACTIVE
200.1.1.3       0001.0600.0000  9    GigabitEthernet4/1     ACTIVE
200.1.1.3       0001.0600.0000  8    GigabitEthernet3/1     INACTIVE
200.1.1.4       0001.0600.0000  9    GigabitEthernet4/1     ACTIVE
200.1.1.4       0001.0600.0000  8    GigabitEthernet3/1     INACTIVE
200.1.1.5       0001.0600.0000  9    GigabitEthernet4/1     ACTIVE
200.1.1.5       0001.0600.0000  8    GigabitEthernet3/1     INACTIVE
200.1.1.6       0001.0600.0000  8    GigabitEthernet3/1     INACTIVE
200.1.1.7       0001.0600.0000  8    GigabitEthernet3/1     INACTIVE
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次に、すべてのインターフェイスのすべてのアクティブな IP-to-MAC バインディング エントリを表示

する例を示します。

Switch# show ip device tracking all active
IP Device Tracking = Enabled
IP Device Tracking Probe Count = 3
IP Device Tracking Probe Interval = 30
---------------------------------------------------------------------
  IP Address     MAC Address   Vlan  Interface              STATE    
---------------------------------------------------------------------
200.1.1.1       0001.0600.0000  9    GigabitEthernet4/1     ACTIVE
200.1.1.2       0001.0600.0000  9    GigabitEthernet4/1     ACTIVE
200.1.1.3       0001.0600.0000  9    GigabitEthernet4/1     ACTIVE
200.1.1.4       0001.0600.0000  9    GigabitEthernet4/1     ACTIVE
200.1.1.5       0001.0600.0000  9    GigabitEthernet4/1     ACTIVE

次に、すべてのインターフェイスのすべての非アクティブな IP-to-MAC バインディング エントリを表

示する例を示します。ホストは、 初に GigabitEthernet 3/1 で学習されてから、GigabitEthernet 4/1 
に移動されました。GigabitEthernet 3/1 で学習された IP-to-MAC バインディング エントリが非アク

ティブとしてマーク付けされます。

Switch# show ip device tracking all inactive
IP Device Tracking = Enabled
IP Device Tracking Probe Count = 3
IP Device Tracking Probe Interval = 30
---------------------------------------------------------------------
  IP Address     MAC Address   Vlan  Interface              STATE    
---------------------------------------------------------------------
200.1.1.8       0001.0600.0000  8    GigabitEthernet3/1     INACTIVE
200.1.1.9       0001.0600.0000  8    GigabitEthernet3/1     INACTIVE
200.1.1.10      0001.0600.0000  8    GigabitEthernet3/1     INACTIVE
200.1.1.1       0001.0600.0000  8    GigabitEthernet3/1     INACTIVE
200.1.1.2       0001.0600.0000  8    GigabitEthernet3/1     INACTIVE
200.1.1.3       0001.0600.0000  8    GigabitEthernet3/1     INACTIVE
200.1.1.4       0001.0600.0000  8    GigabitEthernet3/1     INACTIVE
200.1.1.5       0001.0600.0000  8    GigabitEthernet3/1     INACTIVE
200.1.1.6       0001.0600.0000  8    GigabitEthernet3/1     INACTIVE
200.1.1.7       0001.0600.0000  8    GigabitEthernet3/1     INACTIVE

次に、すべてのインターフェイスのすべての IP デバイス トラッキング ホスト エントリのカウントを

表示する例を示します。

Switch# show ip device tracking all count
Total IP Device Tracking Host entries: 5
---------------------------------------------------------------------
  Interface           Maximum Limit           Number of Entries      
---------------------------------------------------------------------
Fa4/3                  5 

PVLAN ホスト ポート上のスタティック ホストの IPSG の設定

PVLAN ホスト ポート上でスタティック ホストの IPSG を設定できます。
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PVLAN ホスト ポート上で IP フィルタを使用してスタティック ホストの IPSG をイネーブルにするに

は、次の作業を行います。

次に、PVLAN ホスト ポート上で IP フィルタを使用し、スタティック ホストの IPSG をイネーブルに

する例を示します。

Switch(config)# vlan 200
Switch(config-vlan)# private-vlan primary
Switch(config-vlan)# exit
Switch(config)# vlan 201
Switch(config-vlan)# private-vlan isolated 
Switch(config-vlan)# exit
Switch(config)# vlan 200
Switch(config-vlan)# private-vlan association 201
Switch(config-vlan)# exit
Switch(config)# int fastEthernet 4/3
Switch(config-if)# switchport mode private-vlan host 
Switch(config-if)# switchport private-vlan host-association 200 201
Switch(config-if)# ip device tracking maximum 8
Switch(config-if)# ip verify source tracking

Switch# show ip device tracking all
IP Device Tracking = Enabled
IP Device Tracking Probe Count = 3
IP Device Tracking Probe Interval = 30
---------------------------------------------------------------------

コマンド 目的

ステップ 1 Switch(config)# vlan n1 コンフィギュレーション VLAN モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config-vlan)# private-vlan primary PVLAN ポートにプライマリ VLAN を確立します。

ステップ 3 Switch(config-vlan)# exit VLAN コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 4 Switch(config)# vlan n2 コンフィギュレーション VLAN モードを開始します。

ステップ 5 Switch(config-vlan)# private-vlan isolated PVLAN ポートに独立 VLAN を確立します。

ステップ 6 Switch(config-vlan)# exit VLAN コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 7 Switch(config)# vlan n1 コンフィギュレーション VLAN モードを開始します。

ステップ 8 Switch(config-vlan)# private-vlan association 201 独立 PVLAN ポートに VLAN を関連付けます。

ステップ 9 Switch(config-vlan)# exit VLAN コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 10 Switch(config)# interface fastEthernet a/b インターフェイス コンフィギュレーション モードを開

始します。

ステップ 11 Switch(config-if)# switchport mode private-vlan 
host

（任意）ポートを PVLAN ホストとして確立します。

ステップ 12 Switch(config-if)# switchport private-vlan 
host-association a b

（任意）このポートを対応する PVLAN に関連付けま

す。

ステップ 13 Switch(config-if)# ip device tracking maximum n このポート上でバインディングの 大限度を確立しま

す。

ステップ 14 Switch(config-if)# ip verify source tracking 
[port-security]

このポート上でスタティック ホストの IPSG をアク

ティブにします。

ステップ 15 Switch(config-if)# end インターフェイス コンフィギュレーション モードを終

了します。

ステップ 16 Switch# show ip device tracking all 設定を確認します。

ステップ 17 Switch# show ip verify source interface-name 設定を確認します。
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  IP Address     MAC Address   Vlan  Interface              STATE    
---------------------------------------------------------------------
40.1.1.24       0000.0000.0304  200  FastEthernet4/3        ACTIVE
40.1.1.20       0000.0000.0305  200  FastEthernet4/3        ACTIVE
40.1.1.21       0000.0000.0306  200  FastEthernet4/3        ACTIVE
40.1.1.22       0000.0000.0307  200  FastEthernet4/3        ACTIVE
40.1.1.23       0000.0000.0308  200  FastEthernet4/3        ACTIVE

出力には、インターフェイス Fa4/3 上で学習された 5 つの有効な IP-to-MAC バインディングが表示さ

れています。PVLAN の場合、バインディングはプライマリ VLAN ID と関連付けられます。この例で

は、プライマリ VLAN ID である 200 が表に表示されています。

Switch# show ip verify source
Interface  Filter-type  Filter-mode  IP-address       Mac-address        Vlan
---------  -----------  -----------  ---------------  -----------------  ----
Fa4/3      ip trk       active       40.1.1.23                           200 
Fa4/3      ip trk       active       40.1.1.24                           200 
Fa4/3      ip trk       active       40.1.1.20                           200 
Fa4/3      ip trk       active       40.1.1.21                           200 
Fa4/3      ip trk       active       40.1.1.22                           200 
Fa4/3      ip trk       active       40.1.1.23                           201 
Fa4/3      ip trk       active       40.1.1.24                           201 
Fa4/3      ip trk       active       40.1.1.20                           201 
Fa4/3      ip trk       active       40.1.1.21                           201 
Fa4/3      ip trk       active       40.1.1.22                           201

この出力からは、5 つの有効な IP-to-MAC バインディングはプライマリとセカンダリの両方の VLAN 
上にあることがわかります。
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ACL によるネットワーク セキュリティの設定

この章では、Access Control List（ACL; アクセス コントロール リスト）を使用して Catalyst 4500 シ
リーズ スイッチ上でネットワーク セキュリティを設定する方法について説明します。

（注） Catalyst 4500 シリーズ スイッチは、時間ベース ACL をサポートします。

この章で説明する主な内容は、次のとおりです。

• 「ACL について」（P.51-2）

• 「ハードウェアおよびソフトウェア ACL のサポート」（P.51-6）

• 「ACL による高 CPU のトラブルシューティング」（P.51-7）

• 「TCAM プログラミングと ACL」（P.51-10）

• 「ACL のレイヤ 4 演算」（P.51-10）

• 「ユニキャスト MAC アドレス フィルタリングの設定」（P.51-14）

• 「名前付き MAC 拡張 ACL の設定」（P.51-14）

• 「EtherType マッチングの設定」（P.51-15）

• 「名前付き IPv6 ACL の設定」（P.51-16）

• 「レイヤ 2 およびレイヤ 3 インターフェイスに対する IPv6 ACL の適用」（P.51-18）

• 「VLAN マップの設定」（P.51-18）

• 「VLAN アクセス マップ情報の表示」（P.51-26）

• 「ルータ ACL を VLAN マップと組み合わせて使用する方法」（P.51-26）

• 「PACL の設定」（P.51-29）

• 「VLAN マップおよびルータを PACL と併用する方法」（P.51-35）

• 「RA ガードの設定」（P.51-37）

（注） この章で使用するスイッチ コマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL で『Cisco 
Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』と関連資料を参照してください。
http://www.cisco.com/en/US/products//hw/switches/ps4324/index.html

『Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』に掲載されていないコマンドについては、より詳

細な Cisco IOS ライブラリを参照してください。次の URL でCisco IOS コマンド リファレンスと関連

資料を参照してください。
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html

http://www.cisco.com/en/US/products//hw/switches/ps4324/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html
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ACL について

ACL について
ここでは、次の内容について説明します。

• 「概要」（P.51-2）

• 「ACL を使用するサポート対象機能」（P.51-3）

• 「ルータ ACL」（P.51-3）

• 「ポート ACL」（P.51-4）

• 「ダイナミック ACL」（P.51-5）

• 「VLAN マップ」（P.51-5）

概要

ACL は、パケットに適用される許可条件および拒否条件を集めて順番に並べたものです。パケットが

インターフェイスに着信すると、スイッチはパケットのフィールドと適用される ACL を比較し、アク

セス リストに指定されている条件に基づいて、転送に必要な許可がパケットに与えられているかどう

かを調べます。スイッチはパケットをアクセス リストの条件と 1 つ 1 つ突き合わせます。 初に一致

した条件によって、スイッチがパケットを許可するかまたは拒否するかが決まります。スイッチは、

初に一致した時点で条件のテストを中止するため、リストに条件を指定する順序が重要です。いずれの

条件とも一致しなかった場合、スイッチはパケットを拒否します。スイッチは、制限条件がない場合は

パケットを転送し、制限条件がある場合はパケットをドロップします。

従来、スイッチは、VLAN 内でトラフィックを切り替えるレイヤ 2 で動作します。ルータは、レイヤ 3 
の VLAN 間でトラフィックをルーティングします。Catalyst 4500 シリーズ スイッチは、レイヤ 3 ス
イッチングを使用して、VLAN 間のパケット ルーティングの速度を向上させます。レイヤ 3 スイッチ

でブリッジングされたパケットは、外部ルータに送信されずに内部でルーティングされます。そのあ

と、再度ブリッジングされて宛先に送信されます。スイッチはこのプロセス中に、VLAN 内でブリッ

ジングされるパケットを含めて、すべてのパケットを制御します。

トラフィックをフィルタリングし、ネットワークに基本的なセキュリティを導入するには、ルータまた

はスイッチにアクセス リストを設定します。ACL を設定しないと、スイッチを通過するすべてのパ

ケットが、ネットワーク内のすべての場所に転送されることがあります。ACL を使用すると、ネット

ワークの場所ごとにアクセス可能なホストを制御したり、ルータ インターフェイスで転送またはブ

ロックされるトラフィックの種類を決定したりできます。たとえば、電子メール トラフィックの転送

を許可し、Telnet トラフィックの転送を拒否することもできます。ACL を着信トラフィック、発信ト

ラフィック、またはその両方をブロックするように設定することもできます。ただし、レイヤ 2 イン

ターフェイスでは、ACL を適用できるのは着信方向だけです。

ACL には、Access Control Entry（ACE; アクセス コントロール エントリ）の順序付けられたリストが

含まれています。各 ACE には、permit または deny と、パケットが ACE と一致するために満たす必要

のある一連の条件を指定します。permit または deny の意味は、ACL が使用されるコンテキストに

よって変わります。

Catalyst 4500 シリーズ スイッチでは、次の 3 つの ACL タイプがサポートされています。

• TCP、User Datagram Protocol（UDP）、Internet Group Management Protocol（IGMP）、Internet 
Control Message Protocol（ICMP）などの IP トラフィックをフィルタリングする IP ACL

• IPv6 ACL

• イーサネット アドレスおよび EtherType に基づいて一致する MAC ACL
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ACL を使用するサポート対象機能

トラフィックをフィルタリングするため、次に示す 3 種類の ACL がサポートされています。

• ルータ ACL は、レイヤ 3 インターフェイスに適用されます。この ACL は、VLAN 間でルーティ

ングされたトラフィックのアクセスを制御します。すべての Catalyst 4500 スイッチでルータ ACL 
を作成できますが、レイヤ 3 インターフェイスに ACL を適用して、VLAN 間でルーティングされ

たパケットをフィルタリングするには、スイッチに Cisco IOS ソフトウェア イメージをインス

トールする必要があります。

• Port ACL（PACL; ポート ACL）は、レイヤ 2 インターフェイスに入るトラフィックのアクセスを

コントロールします。ハードウェアの CAM（連想メモリ）エントリが十分でない場合、出力 
PACL がポートに適用されず、警告メッセージがユーザに送られます （この制限は、出力 PACL 
のすべてのアクセス グループ モードに適用されます）。CAM エントリが十分な場合、出力ポート 
ACL は再適用されます。

レイヤ 2 ポートに出力 PACL が設定されている場合、レイヤ 2 ポートが属する VLAN に VACL ま
たはルータ ACL を設定できません。その逆の場合も同じです。つまり、PACL および VLAN ベー

スの ACL（VACL およびルータ ACL）は、レイヤ 2 ポート上では相互に排他的です。この制限は

すべてのアクセス グループ モードに適用されます。入力方向では、ポート ACL、VLAN ベース 
ACL、およびルータ ACL が共存できます。

レイヤ 2 インターフェイスには、IPv4 アクセス リスト、IPv6 アクセス リスト、および MAC アク

セス リストをそれぞれ 1 つずつ適用できます。

• VLAN マップを使用すると、同じ VLAN 内のデバイス間で転送されるトラフィックをフィルタリ

ングできます。VLAN マップを作成または適用するために、拡張イメージをインストールする必

要はありません。VLAN マップは、IP のレイヤ 3 アドレスに基づいてアクセス コントロールする

ように設定されています。イーサネット ACE を使用する MAC アドレスにより、サポートされて

いないプロトコルがアクセス コントロールされます。VLAN マップを VLAN に適用すると、

VLAN に入るすべてのパケット（ルーテッド パケットまたはブリッジド パケット）が VLAN 
マップと照合されます。パケットは、スイッチ ポートを介して、または、ルーティングされたパ

ケットの場合、ルーテッド ポートを介して、VLAN に入ることができます。

同じスイッチ上でルータ ACL と VLAN マップを両方使用できます。

ルータ ACL
サポートされる各タイプのアクセス リスト 1 つをインターフェイスに適用できます。

（注） Cisco IOS Release 12.2(40)SG を実行している Catalyst 4500 シリーズ スイッチは、IPv6 Port ACL
（PACL）をサポートしません。

1 つの ACL を特定のインターフェイスの複数の機能に使用できます。また、1 つの機能に複数の ACL 
を使用することもできます。1 つのルータ ACL を複数の機能で使用する場合、そのルータ ACL は複数

回、照合されます。アクセス リストのタイプによって、一致処理に対する入力が決まります。

• 標準 IP アクセス リストでは、照合操作に送信元アドレスを使用します。

• 拡張 IP アクセス リストは、送信元アドレス、宛先アドレス、およびオプションのプロトコル タイ

プ情報を使用して一致処理を行います。
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スイッチは、特定のインターフェイスおよび方向に対する設定機能に関連付けられている ACL をテス

トします。パケットがスイッチのインターフェイスに着信すると、そのインターフェイスに設定されて

いるすべての着信機能に対応する ACL が照合されます。パケットがルーティングされてからネクスト 
ホップに転送されるまでの間に、出力インターフェイスに設定された発信機能に対応するすべての 
ACL が照合されます。

ACL は、パケットが ACL 内のエントリとどのように一致したかに基づいてパケットの転送を許可また

は拒否します。たとえば、アクセス リストを使用すると、ネットワークの特定の場所へのアクセスを

特定のホストに許可し、別のホストに対しては禁止できます。図 51-1 では、ルータへの入力に適用さ

れている ACL により、ホスト A は人事部ネットワークへのアクセスが許可されますが、ホスト B は拒

否されます。

図 51-1 ACL によるネットワークへのトラフィックの制御

ポート ACL
スイッチ上のレイヤ 2 インターフェイスにも ACL を適用できます。PACL は、物理インターフェイス

および EtherChannel インターフェイス上でサポートされています。

レイヤ 2 インターフェイス上では、次のアクセス リストがサポートされています。

• 送信元アドレスを使用する IP アクセス リスト

• 送信元および宛先のアドレスと任意でプロトコル タイプ情報を使用できる拡張 IP アクセス リスト

• 送信元アドレス、宛先アドレス、およびオプションのプロトコル タイプ情報を使用する拡張 IPv6 
アクセス リスト

• 送信元および宛先の MAC アドレスと任意でプロトコル タイプ情報を使用できる MAC 拡張アクセ

ス リスト

Si
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ルータ ACL と同様、スイッチは所定のインターフェイスに設定されている機能に関連付けられている 
ACL をテストし、パケットが ACL 内のエントリと一致するかどうかによって、パケットの転送を許可

または拒否します。図 51-1 の例では、すべてのワークステーションが同じ VLAN 内にある場合、レイ

ヤ 2 の入力に適用されている ACL によって、ホスト A は人事部ネットワークへのアクセスが許可され

ますが、ホスト B は同じネットワークへのアクセスを拒否されます。

ポート ACL をトランク ポートに適用すると、ACL はそのトランク ポート上のすべての VLAN でトラ

フィックをフィルタリングします。音声 VLAN があるポートに PACL を適用すると、データ VLAN と
音声 VLAN の両方でその ACL によるトラフィックのフィルタリングが行われます。

ポート ACL では、IP アクセス リストを使用して IP トラフィックをフィルタリングでき、MAC アド

レスを使用して非 IP トラフィックをフィルタリングできます。同じレイヤ 2 インターフェイス上で IP 
トラフィックと非 IP トラフィックの両方をフィルタリングするには、そのインターフェイスに IP アク

セス リストと MAC アクセス リストの両方を適用します。

ポート ACL では、IPv4 アクセス リストで IP トラフィックを、IPv6 アクセス リストで IPv6 トラ

フィックを、MAC アクセス リストで非 IPv4 トラフィックをフィルタすることができます。レイヤ 2 
インターフェイスに適切なタイプの ACL を同時に適用することによって、複数のタイプのトラフィッ

クを同時にフィルタリングできます。

（注） 同じタイプの複数のアクセス リストをレイヤ 2 インターフェイスに同時に適用することはできません。

すでに IPv4、IPv6、または MAC アクセス リスト設定されているレイヤ 2 インターフェイスに新しい 
IPv4、IPv6、または MAC アクセス リストを適用すると、同じタイプの設定済み ACL が新しい ACL 
に置き換えられます。

ダイナミック ACL
802.1X、NAC、Web 認証などのさまざまなセキュリティ機能は、中央サーバから ACL をダウンロー

ドし、インターフェイスに適用することができます。Cisco IOS Release 12.2(54) SG 以前では、これら

の機能には標準ポート ACL の明示的な設定が必要した。

Cisco IOS Release 12.2(54) SG 以降、ポート ACL の設定は必須ではありません。詳細については、

「ポート ACL の要件の削除」（P.51-30）を参照してください。

VLAN マップ

VLAN マップを使用すると、VLAN のすべてのトラフィックのアクセスを制御できます。VLAN の内

外でルーティングされる、または VLAN 内でブリッジングされるすべてのパケットに対して、スイッ

チの VLAN マップを適用できます。VLAN マップで方向（着信または発信）は定義されません。

VLAN マップを設定すると、IP トラフィックのレイヤ 3 アドレスと照合することができます。すべて

の IP 以外のプロトコルは、VLAN マップの MAC ACL を使用して、MAC アドレスおよび EtherType 
によってアクセス コントロールされます。（IP トラフィックには、VLAN マップの MAC ACL による

アクセス コントロールが行われません）。VLAN マップはスイッチに向かうパケットにだけ適用できま

す。ハブのホスト間、またはこのスイッチに接続された別のスイッチのホスト間を通過するトラフィッ

クには、VLAN マップを適用できません。

VLAN マップを使用すると、パケットの転送は、マップに指定されたアクションに基づいて許可また

は拒否されます。図 51-2 に、VLAN マップを適用して、特定タイプのトラフィックを VLAN 10 のホ

スト A から転送できないように設定する例を示します。
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図 51-2 VLAN マップによるトラフィックの制御

ハードウェアおよびソフトウェア ACL のサポート
ここでは、ACL をハードウェア、ソフトウェアのどちらで処理するかを決定する方法について説明し

ます。

• 標準および拡張 ACL の deny 文と一致するフローは、ICMP 到達不能メッセージがディセーブルの

場合、ハードウェアでドロップされます。

• 標準 ACL の permit 文に一致するフローは、ハードウェアで処理されます。

• ソフトウェアでは、次の ACL タイプはサポートされていません。

– 標準 Xerox Network Systems（XNS）プロトコル アクセス リスト

– 拡張 XNS アクセス リスト

– DECnet アクセス リスト

– プロトコル タイプコード アクセス リスト

– 標準 Internet Packet Exchange（IPX）アクセス リスト

– 拡張 IPX アクセス リスト

（注） ロギングが必要なパケットは、ソフトウェアで処理されます。ロギング用にパケットのコピーが CPU 
に送信され、実際のパケットはハードウェアで転送されるので、ロギング対象外のパケットの処理は影

響を受けません。

デフォルトでは、アクセス リストによりパケットが拒否されると、ICMP 到達不能メッセージが

Catalyst 4500 シリーズ スイッチによって送信されます。

入力インターフェイス上でハードウェア内のアクセス リスト拒否パケットをドロップするには、no ip 
unreachables インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用して ICMP 到達不能メッセー

ジをディセーブルにする必要があります。ip unreachables コマンドは、デフォルトでイネーブルに

なっています。

（注） Cisco IOS Release 12.2(40)SG は、IPv6 トラフィックをルーティングするインターフェイス上での ip 
unreachables のディセーブル化をサポートしません。
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（注） すべてのレイヤ 3 インターフェイスで no ip unreachable コマンドを設定する場合、出力 ACL 拒否パ

ケットは、CPU に届きません。

ACL による高 CPU のトラブルシューティング
完全にプログラムされた ACL のエントリに一致するパケットは、ハードウェアで処理されます。

（注） 大規模な ACL および IPSG の設定は、ACL がすべてプログラムされる前に、Catalyst 4948E イーサ

ネット スイッチの TCAM マスクを使い果たすことがあります。

部分的にプログラムされた ACL のエントリに一致するパケットは、CPU を使用してソフトウェアで処

理されます。これにより、CPU 使用率が高くなったりパケットがドロップされることがあります。パ

ケットが高 CPU 使用率のためにドロップされているかどうかを判別するには、次の URL を参照して

ください。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps663/products_tech_note09186a00804cef15.shtml

ACL または IPSG 設定がハードウェアで部分的にプログラミングされている場合、 
Cisco IOS Release 12.2(31) SGA 以降にアップグレードし、TCAM リージョンのサイズを変更すると、

ACL の完全なプログラミングが可能になることがあります。

（注） 使用されていない TCAM エントリの削除を完了するには、何回かの CPU プロセス レビュー サイクル

がかかります。このプロセスにより、TCAM エントリまたはマスク利用率が 100% かそれに近い場合、

一部のパケットがソフトウェアで切り替えられます。

制御パケットのキャプチャのモード選択
展開によっては、（CPU を犠牲にして）制御パケットをグローバルにキャプチャしてソフトウェアで転

送するのではなく、ハードウェアでブリッジします。VLAN 単位のキャプチャ モード機能により、

Catalyst 4500 シリーズ スイッチは、選択した VLAN でだけ制御パケットをキャプチャし、他のすべて

の VLAN についてはハードウェアでトラフィックをブリッジできます。

スイッチで VLAN 単位キャプチャ モードを採用すると、内部でグローバル TCAM キャプチャ エ
ントリを部分的にディセーブルにし、スヌーピング機能のためにイネーブルになっている VLAN 
上の機能固有キャプチャ ACL を付加します （すべての IP キャプチャ エントリおよびその他の非 
IP エントリも、グローバルな TCAM を介してキャプチャされます）。

この機能は、特定の制御パケットを制御するため、内部 ACL がインストールされている VLAN だけ

でキャプチャされます。他のすべての VLAN では、制御トラフィックは CPU に転送されるのではな

く、ハードウェアでブリッジされます。

VLAN 単位のキャプチャ モードにより、制御パケットにユーザ定義 ACL および QoS ポリサー（ハー

ドウェア内）を適用できます。また、CPU に入力する集約制御トラフィックをコントロール プレーン 
ポリシングの対象にできます。

VLAN 単位キャプチャ モードを使用するとき、次の 4 つのプロトコル グループを VLAN 単位で選択

できます。各グループで代行受信されたプロトコルの内訳は、次のとおりです。

• IGMP スヌーピング：CGMP、OSPF、IGMP、RIPv2、PIM、224.0.0.1、224.0.0.2、224.0.0.*
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• DHCP スヌーピング：クライアントからサーバ、サーバからクライアント、サーバからサーバ

グループの一部には複数の重複 ACE があるため（たとえば、224.0.0.* は、DHCP スヌーピング以外

のすべてのグループに存在します）、特定のグループをオンにすると、他のグループからの一部のプロ

トコルの代行受信もトリガーされます。

VLAN 単位の 4 つのプロトコル グループのプログラミング トリガーは、次のとおりです。

• IGMP スヌーピングは、指定 VLAN でグローバルにイネーブルにする必要があります。

• DHCP スヌーピングは、指定 VLAN でグローバルにイネーブルにする必要があります。

注意事項および制約事項

（注） VLAN 単位キャプチャ モードを設定する前に設定を調べ、目的の VLAN で必要な機能だけがイネーブ

ルになっていることを確認する必要があります。

VLAN 単位キャプチャ モードには、次の注意事項および制限事項が適用されます。

• Starting with Cisco IOS Release 15.0(2)SG 以降、Supervisor Engine 6-E および Supervisor Engine 
6L-E では（Supervisor Engine 7-E の場合は Cisco IOS XE Release 3.2.0、Supervisor Engine 7L-E 
の場合は Cisco IOS XE Release 3.2.0XO）、レイヤ 3 制御パケット用の TCAM リージョンでグロー

バルに予約されたスタティック ACL エントリは削除されます。VLAN 単位の CTI のコマンドは不

要であり、レイヤ 3 制御パケットには適用されません。これは、デフォルトで、これらのパケット

は VLAN 単位の方法でキャプチャされるためです。

以下は引き続き機能します。

– IGMP または PIM パケットのグローバル スタティック キャプチャおよび CTI コマンド（いず

れも MAC アドレス 224.0.0.1 および 224.0.0.2 を使用します）

– DHCP パケットのグローバルな VLAN 単位 CTI

Cisco IOS Release 15.0(2) SG で、レイヤ 3 制御パケットの VLAN 単位キャプチャは SVI の設定

により異なります。IGMP、PIM、または DHCP を除き、特別な設定は必要ありません。

• VLAN 単位キャプチャ モードをイネーブルにすると、ACL/機能 TCAM のエントリがさらに消費

されます。

使用可能な TCAM エントリ数は、スーパーバイザ エンジンの種類によって変わります。エントリ

数とマスク数により、ACL/機能 TCAM の利用率はさらに制限されます。

• ある種の設定では、グローバル キャプチャ モードよりも早く VLAN 単位キャプチャ モードで 
TCAM リソースを消費することがあります（IP ソース ガードがいくつかのインターフェイス上、

またはユーザ設定 PACL 上でイネーブルにされるなど）。

TCAM リージョンのサイズを変更し、設定に基づいて PortAndVlan または PortOrVlan リージョ

ンに対してより多くのエントリを使用可能にできます。これにより、エントリが上限に達する前に

ハードウェアでエントリをプログラミングできるようになります。TCAM リソースが消費される

と、パケットがソフトウェアで転送されます。

• VLAN 単位キャプチャ モードでは、ACL が VLAN またはポート上で制御トラフィックを許可ま

たは拒否するように設定できます。

セキュリティ ACL は暗黙の拒否で終了されるため、機能（プロトコル）が動作するために必要な

制御パケットを許可するように ACL が設定されていることを確認する必要があります。ただし、

この規則はデフォルトの動作と同じです。
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制御パケット キャプチャの選択

制御パケットのキャプチャ モードを選択するには、次の作業を実行します。

次に、Catalyst 4500 シリーズ スイッチが、機能がイネーブルになっている VLAN でだけ制御パケット

をキャプチャするように設定する例を示します。

Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.End with CNTL/Z.
Switch(config)# access-list hardware capture mode vlan
Switch(config)# end
Switch#

次に、Catalyst 4500 シリーズ スイッチが、すべての VLAN で（デフォルト モードのスタティック 
ACL を使用して）制御パケットをグローバルにキャプチャするように設定する例を示します。

Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.End with CNTL/Z.
Switch(config)# access-list hardware capture mode global
Switch(config)# end
Switch#

キャプチャ モードがグローバルから VLAN に変更されると、スタティック CAM エントリは無効にな

ります。これにより、制御パケットが代行受信されずに Catalyst 4500 シリーズ スイッチを通過して 
CPU に達するウィンドウ（時間）が作成されます。この一時的な状況は、新しい VLAN 単位のキャプ

チャ エントリがハードウェアでプログラムされたときに復元されます。

VLAN キャプチャ モードを設定する場合は、個々の機能の show コマンドを調べ、適切な動作になっ

ていることを確認する必要があります。VLAN 単位キャプチャ モードでは、無効になったスタティッ

ク CAM エントリは、show platform hardware acl input entries static コマンドの出力で非アクティ

ブ（inactive）として表示されます。たとえば、非アクティブ エントリのヒット数は、無効になって機

能がイネーブルになっている VLAN ごとに適用されているので、凍結されたままになります。次の表

に、CamIndex エントリ タイプおよび CAM リージョンを示します。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# conf terminal コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# [no] access-list hardware 
capture mode [vlan | global]

制御パケットのキャプチャ モードを選択します。

access-list hardware capture mode コマンドの no 形式は、

キャプチャ モードをデフォルトのグローバルに戻します。

ステップ 3 Switch(config)# end イネーブル モードに戻ります。

CamIndex エントリの種類

アクティブ

かどうか ヒット数 CamRegion

50 PermitSharedStp Y 3344 ControlPktsTwo

 51 PermitLoopbackTest Y 0 ControlPktsTwo 

52 PermitProtTunnel Y 0 ControlPktsTwo

 53 CaptureCgmp N 440 ControlPktsTwo

 55 CaptureIgmp N 0 ControlPktsTwo 

0 IgmpPimv1ToCpu N N/A 0（予想値）

0 IgmpGeneralQueryToCpu N N/A 0（予想値）

2 IgmpToCpu N N/A 0（予想値）
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TCAM プログラミングと ACL
ACL と ACL ベースの機能をプログラムするときは、Mapping Table Entry（MTE）、プロファイル、

および TCAM 値 /マスク エントリの 3 種類のハードウェア リソースを適用します。これらのリソース

のいずれかが使い果たされた場合は、パケットが CPU に送信され、ソフトウェア ベース処理が実行さ

れます。

（注） Supervisor Engine 6-E、Supervisor Engine 6L-E、Supervisor Engine 7-E、および Supervisor Engine 
7L-E は、自動的に使用可能なリソースを管理します。マスクがスーパーバイザ エンジンで共有されて

いないため、1 つのプログラミング アルゴリズムだけがあります。リージョンは存在しないため、リー

ジョンのサイズ変更は必要ありません。

スーパーバイザー エンジン上のリソースを使い果たした場合は、設定の複雑さの軽減を検討してくだ

さい。

（注） インターフェイスがダウン ステートになっている場合は、TCAM が RACL ではなく、PACL に使用さ

れます。

ACL のレイヤ 4 演算
ここでは、レイヤ 4 ポート演算を含む ACL を設定する場合の注意事項および制約事項について説明し

ます。

• 「レイヤ 4 演算の制約事項」（P.51-10）

• 「レイヤ 4 演算設定時の注意事項」（P.51-11）

• 「ACL 処理が CPU に与える影響」（P.51-12）

レイヤ 4 演算の制約事項

次のタイプの演算子を指定できます。いずれも、ハードウェアのレイヤ 4 演算が 1 つ使用されます。

3 IgmpPimv2ToCpu N N/A 0（予想値）

2048 Ipv6MldGeneralQueryCopyToCpu N N/A 0（予想値）

2050 Ipv6MldGeneralQueryCopyToCpu N N/A 0（予想値）

2052 Ipv6MldQueryOrReportV1ToCpu N N/A 0（予想値）

2054 Ipv6MldQueryOrReportV1ToCpu N N/A 0（予想値）

2056 Ipv6MldReportV2ToCpu N N/A 0（予想値）

2058 Ipv6MldReportV2ToCpu N N/A 0（予想値）

 2060 Ipv6MldDoneToCpu N N/A 0（予想値）

2064 Ipv6MldPimv2ToCpu N N/A 0（予想値）

CamIndex エントリの種類

アクティブ

かどうか ヒット数 CamRegion
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• gt（geater than：より大きい）

• lt（less than：より小さい） 

• neq（not equal：等しくない）

• range（inclusive range：包含範囲）

レイヤ 4 演算数の制限は、ACL の種類ごとに異なるうえ、他の要素によっても変わることがあります。

該当する要素としては、ACL が着信または発信トラフィックに適用されているかどうか、ACL がセ

キュリティ ACL なのかそれとも QoS ポリシーの一致条件として使用されているのか、IPv6 ACL が圧

縮フロー ラベル形式を使用してプログラムされているかどうか、などがあります。

（注） IPv6 圧縮フロー ラベル形式では、レイヤ 2 アドレス テーブルを使用して、ACL の各 ACE の IPv6 送
信元アドレス部分を圧縮します。フロー ラベルで解放された余分なスペースは、さらに多くのレイヤ 4 
演算をサポートするために使用可能です。この圧縮を使用する場合、IPv6 ACL に、送信元 IPv6 アド

レスの下位 48 ビットの一部だけをマスクする ACE を含めることはできません。

一般的に、同じ ACL に含めることができるレイヤ 4 演算の 大数は次のようになります。

Direction  Protocol           Type      Operations
------------------------------------------------
Input      IPv4               Security  16
Input      IPv6 Compressed    Security  16
Input      IPv6 Uncompressed  Security   7
Input      IPv4               QoS        5
Input      IPv6 Compressed    QoS       12
Input      IPv6 Uncompressed  QoS        8
Output     IPv4               Security  17
Output     IPv6 Compressed    Security  17
Output     IPv6 Uncompressed  Security   8
Output     IPv4               QoS        5
Output     IPv6 Compressed    QoS       12
Output     IPv6 Uncompressed  QoS        8

（注） 16 の演算がサポートされる場合、17 番めの演算によって、拡張がトリガーされます。

使用可能なレイヤ 4 演算数を超えた場合、超過した各演算により、影響を受ける ACE がハードウェア

で複数 ACE に変換されることがあります。このような変換ミスにより、パケットはソフトウェアの処

理のために、CPU に送信されます。

レイヤ 4 演算設定時の注意事項

レイヤ 4 演算子を使用する場合は、次の注意事項を考慮してください。

• レイヤ 4 演算は、演算子またはオペランドが異なっていると、異なる演算であると見なされます。

たとえば、次の ACL には 3 つの異なるレイヤ 4 演算が定義されています。gt 10 と gt 11 は 2 つの

異なるレイヤ 4 演算と見なされるためです。

... gt 10 permit

... lt 9 deny

... gt 11 deny

（注） eq 演算子は、ハードウェアのレイヤ 4 演算を使用しないので、何回でも無制限に使用できま

す。
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• 次の例のように、レイヤ 4 演算は、同じ演算子またはオペランドの組み合わせでも、送信元ポート

に適用するか宛先ポートに適用するかによって異なる演算になります。

... Src gt 10....

... Dst gt 10

以下は、より詳細な例です。

access-list 101
... (dst port) gt 10 permit
... (dst port) lt 9 deny
... (dst port) gt 11 deny
... (dst port) neq 6 permit
... (src port) neq 6 deny
... (dst port) gt 10 deny

access-list 102
... (dst port) gt 20 deny
... (src port) lt 9 deny
... (src port) range 11 13 deny
... (dst port) neq 6 permit

アクセス リスト 101 および 102 で使用しているレイヤ 4 演算は、次のとおりです。

• アクセス リスト 101 のレイヤ 4 演算：5 

– gt 10 permit および gt 10 deny は、どちらも同じ演算です。まったく同じで、どちらも宛先

ポートに適用されます。

• アクセス リスト 102 のレイヤ 4 演算：4

• レイヤ 4 演算の合計：8（2 つのアクセス リスト間で共有されるため）

– neq6 permit は 2 つの ACL 間で共有されます。まったく同じで、どちらも同じ宛先ポートに適

用されます。

• 使用しているレイヤ 4 演算について説明します。

– レイヤ 4 演算 1 は、ACL101 から gt 10 permit および gt 10 deny を格納します。

– レイヤ 4 演算 2 は、ACL101 から lt 9 deny を格納します。

– レイヤ 4 演算 3 は、ACL101 から gt 11 deny を格納します。

– レイヤ 4 演算 4 は、ACL101 および 102 から neq 6 permit を格納します。

– レイヤ 4 演算 5 は、ACL101 から neq 6 deny を格納します。

– レイヤ 4 演算 6 は、ACL102 から gt 20 deny を格納します。

– レイヤ 4 演算 7 は、ACL102 から lt 9 deny を格納します。

– レイヤ 4 演算 8 は、ACL102 から range 11 13 deny を格納します。

ACL 処理が CPU に与える影響

ACL 処理は、次の 2 つの形で CPU に影響を与える可能性があります。

• 一部のパケットで、ハードウェア リソースを使い果たした場合、ACL との照合をソフトウェアで

実行する必要があります。

– TCP フラグの組み合わせの rst ack、syn fin rst、urg および psh は、ハードウェアで処理され

ます。rst ack は、キーワード established と同等です。他の TCP フラグの組み合わせは、ソフ

トウェアでサポートされます。
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ACL のレイヤ 4 演算

– ACL 内のレイヤ 4 演算の合計数が 6 に満たない場合、任意の形で処理を分散させることがで

きます。

例

次のアクセス リストは、すべてハードウェアで処理されます。

access-list 104 permit tcp any any established
access-list 105 permit tcp any any rst ack
access-list 107 permit tcp any synfin rst

アクセス リスト 104 および 105 は同じです。established は rst および ack の省略形です。

アクセス リスト 101 は、すべてソフトウェアで処理されます。

access-list 101 permit tcp any any syn

アクセス リスト 106 は、送信元演算が 4、宛先演算が 2 なので、ハードウェアで処理されま

す。

access-list 106 permit tcp any range 100 120 any range 120 140
access-list 106 permit tcp any range 140 160 any range 180 200
access-list 106 permit tcp any range 200 220
access-list 106 deny tcp any range 220 240

次のコードの場合、送信元演算と宛先演算が 3 つずつあるので、3 番めの ACE に対するレイ

ヤ 4 演算は dst lt 1023 をハードウェアで複数の ACE に変換しようとします。変換できなかっ

た場合、3 番めの ACE はソフトウェアで処理されます。

access-list 102 permit tcp any lt 80 any gt 100             
access-list 102 permit tcp any range 100 120 any range 120 1024
access-list 102 permit tcp any gt 1024 any lt 1023

アクセス リスト 103 の場合も同様に、3 番めの ACE は dst gt 1023 をハードウェアで複数の 
ACE に変換しようとします。変換できなかった場合、3 番めの ACE はソフトウェアで処理さ

れます。送信元ポートおよび宛先ポートの演算は同じように見えますが、異なるレイヤ 4 演算

と見なされます。

access-list 103 permit tcp any lt 80 any lt 80 
access-list 103 permit tcp any range 100 120 any range 100 120
access-list 103 permit tcp any gt 1024 any gt 1023

（注） source port lt 80 と destination port lt 80 は、異なる演算と見なされるので注意してくださ

い。

• 一部のパケットはアカウンティング目的で CPU に送信する必要がありますが、アクションはその

ままハードウェアで実行されます。たとえば、パケットのログが必要な場合、ログ収集のためにコ

ピーが CPU に送信されますが、転送（またはドロップ）はハードウェアで実行されます。ロギン

グによって CPU の処理速度が低下しますが、転送速度は影響を受けません。この状況が発生する

のは、次のような場合です。

– log キーワードが使用されている場合

– 出力 ACL でパケットが拒否された場合

– 入力 ACL がパケットを拒否した場合、および ACL が適用されるインターフェイス上で、 
ip unreachable がイネーブルになっている場合（ip unreachable は、すべてのインターフェ

イスでデフォルトでイネーブルです）
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ユニキャスト MAC アドレス フィルタリングの設定

ユニキャスト MAC アドレス フィルタリングの設定
特定の VLAN にある MAC アドレスのユニキャスト トラフィックをすべてブロックするには、次の作

業を行います。

次に、VLAN 12 にある MAC アドレス 0050.3e8d.6400 のユニキャスト トラフィックをすべてブロッ

クする例を示します。

Switch# configure terminal 
Switch(config)# mac-address-table static 0050.3e8d.6400 vlan 12 drop 

名前付き MAC 拡張 ACL の設定
VLAN および物理レイヤ 2 ポートで IPv4、IPv6 以外のトラフィックをフィルタリングするには、

MAC アドレスおよび名前付き MAC 拡張 ACL を使用します。その手順は、他の名前付き拡張 ACL を
設定する場合と同様です。アクセス リストの名前として番号を使用することもできますが、700 ～ 799 
の MAC アクセス リスト番号はサポートされません。

（注） 名前付き MAC 拡張 ACL は、レイヤ 3 インターフェイスに適用できません。

mac access-list extended コマンドでサポートされている IP 以外のプロトコルの詳細については、

『Catalyst 4500 Series Switch Cisco IOS Command Reference』を参照してください。

名前付きの MAC 拡張 ACL を作成するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

Switch(config)# mac-address-table static mac_address 
vlan vlan_ID drop 

特定の VLAN にある MAC アドレスのユニキャスト トラ

フィックをすべてブロックします。

MAC アドレスベースのブロッキングをクリアするには、こ

のコマンドの no 形式を drop キーワードなしで使用します。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# [no] mac access-list 
extended name 

名前を使用して MAC 拡張アクセス リストを定義します。

ACL 全体を削除するには、no mac access-list extended name グ
ローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。名前

付き MAC 拡張 ACL から ACE を個別に削除することもできま

す。

ステップ 3 Switch(config-ext-macl)# {deny | permit} 
{any | host source MAC address | source 
MAC address mask} {any | host destination 
MAC address | destination MAC address 
mask} [protocol-family {appletalk | 
arp-non-ipv4 | decnet | ipx | ipv6 (not 
supported on Sup 6-E and 6L-E)| rarp-ipv4 
| rarp-non-ipv4 | vines | xns]

拡張 MAC アクセス リスト コンフィギュレーション モードでは、

すべての（any）送信元 MAC アドレス、マスク付き送信元 MAC 
アドレス、または特定のホスト（host）送信元 MAC アドレス、

およびすべての（any）宛先 MAC アドレス、マスク付き宛先 
MAC アドレス、または特定の宛先 MAC アドレスに、permit ま
たは deny を指定します。

（注） IPv6 パケットはレイヤ 2 ACL 検索キーを生成しません。

ステップ 4 Switch(config-ext-macl)# end 特権 EXEC モードに戻ります。
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EtherType マッチングの設定

次に、DECnet Phase IV という EtherType のトラフィックだけを拒否し、その他のすべてのタイプのト

ラフィックを許可する、mac1 という名前のアクセス リストを作成、表示する例を示します。

Switch(config)# mac access-list extended mac1
Switch(config-ext-macl)# deny any any decnet-iv (old) protocol-family decnet (new)
Switch(config-ext-macl)# permit any any
Switch(config-ext-macl)# end
Switch # show access-lists
Extended MAC access list mac1
    deny   any any decnet-iv (old) protocol-family decnet (new)
    permit any any 

次に、アクセス リストの ACE を設定する際にハードウェア統計をイネーブルまたはディセーブルにす

る例を示します。

Switch# config t
Enter configuration commands, one per line.End with CNTL/Z.
Switch(config)# mac access-list extended mac1
Switch(config-ext-nacl)# hardware statistics
Switch(config-ext-nacl)# end
Switch# show access-lists
Extended MAC access list macl
    deny   any any decnet-iv (old) protocol-family decnet (new)
    permit any any 

hardware statistics

EtherType マッチングの設定
IP 以外のトラフィックは、既存の MAC アクセス リスト コマンドを使用して、EtherType 値に基づい

て分類できます。IP 以外のトラフィックを EtherType で分類する場合は、同じ EtherType を伝送する

トラフィックに対してセキュリティ ACL および QoS ポリシーを適用できます。

EtherType マッチングは、タグ付き IP パケットとタグなし IP パケットを EtherType 値に基づいて分類

することを可能にします。タグ付きパケットは、次のように動作上の潜在的な問題を示します。

• 一重タグ付きパケットはアクセス ポートとトランク ポートでサポートされますが、二重タグ付き

パケットはサポートされません。

• ポート モードが dot1qtunnel の場合は、一重タグ付きパケットも二重タグ付きパケットもサポート

されません。

mac access-list extended コマンドの詳細については、『Catalyst 4500 Series Switch Cisco IOS 
Command Reference』を参照してください。

ステップ 5 Switch# show access-lists [number | name] アクセス リストの設定を表示します。

ステップ 6 Switch(config)# copy running-config 
startup-config 

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 目的
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名前付き IPv6 ACL の設定

名前付きの MAC 拡張 ACL を作成するには、次の作業を行います。

次に、0x8863 と 0x8040 の EtherType 値を許可する matching という名前のアクセス リストを作成し、

それを表示する例を示します。

Switch(config)# mac access-list extended matching
Switch(config-ext-macl)# permit any any 0x8863
Switch(config-ext-macl)# permit any any 0x8040
Switch(config-ext-macl)# end
Switch # show access-lists matching

Extended MAC access list matching
permit any any 0x8863
permit any any netbios

Switch # 

名前付き IPv6 ACL の設定
Supervisor Engine 6-E、Supervisor Engine 6L-E、Supervisor Engine 7-E、および Supervisor Engine 
7L-E は、レイヤ 2 およびレイヤ 3 インターフェイスでユニキャスト、マルチキャスト、およびブロー

ドキャスト IPv6 トラフィックをフィルタリングするために、ハードウェアベース IPv6 ACL もサポー

トしています。レイヤ 3 インターフェイス上ではこのように IPv6 アドレスで設定されるアクセス リス

トしか設定できません。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# [no] mac access-list 
extended name 

名前を使用して MAC 拡張アクセス リストを定義します。

ACL 全体を削除するには、no mac access-list extended name グ
ローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。名前

付き MAC 拡張 ACL から ACE を個別に削除することもできま

す。

ステップ 3 Switch(config-ext-macl)# {deny | permit} 
{any | host source MAC address | source 
MAC address mask} {any | host destination 
MAC address | destination MAC address 
mask} [protocol-family {appletalk | 
arp-non-ipv4 | decnet | ipx | ipv6 (not 
supported on Sup 6-E and 6L-E)| rarp-ipv4 
| rarp-non-ipv4 | vines | xns} | 
ethertype] 

拡張 MAC アクセス リスト コンフィギュレーション モードで、

EtherTypes 値（有効な値は 15636 ～ 65535）に基づいて permit 
または deny any に指定します。

（注） EtherType またはプロトコル ファミリのいずれかで一致

を指定できます。

ステップ 4 Switch(config-ext-macl)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 Switch# show access-lists [number | name] アクセス リストの設定を表示します。

ステップ 6 Switch(config)# copy running-config 
startup-config 

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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名前付き IPv6 ACL の設定

名前付き IPv6 ACL を作成するには、次の作業を行います。

次に、1 つの特定の送信元と宛先アドレスを持つ 1 つの IPv6 トラフィックだけを拒否するが、他のす

べての種類の IPv6 トラフィックは許可する v6test という名前の IPv6 アクセス リストを作成および表

示する例を示します。

    Switch(config)# ipv6 access-list v6test
    Switch(config-ipv6-acl)# deny ipv6 host 2020::10 host 2040::10
    Switch(config-ipv6-acl)# permit any any
    Switch(config-ipv6-acl)# end
    Switch# show ipv6 access-list
    IPv6 access list v6test
        deny ipv6 host 2020::10 host 2040::10 sequence 10
        permit ipv6 any any sequence 20

ハードウェア統計をイネーブルにするには、アクセス リストの ACE を設定する際に次のコマンドを入

力します。

    Switch(config)# ipv6 access-list v6test
    Switch(config-ipv6-acl)# hardware statistics
    Switch(config-ipv6-acl)# end

（注） ハードウェア統計は、デフォルトではディセーブルです。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# ipv6 access-list name 名前を使用して IPv6 アクセス リストを定義します。

IPv6 ACL を削除するには、このコマンドの no 形式を使用しま

す。IPv6 アクセス リストから個々の ACE を削除することもでき

ます。

ステップ 3 Switch(config-ipv6-acl)# {deny | permit} 
{any | proto} {host ipv6-addr | 
ipv6-prefix} host ipv6-addr | 
ipv6-prefix}

各 IPv6 ACE を指定します。

（注） ACL の複数の ACE を定義するには、この手順を繰り返

します。

ステップ 4 Switch(config-ipv6-acl)# 
hardware statistics

（任意）IPv6 ACL のハードウェア統計をイネーブルにします。

ステップ 5 Switch(config-ipv6-acl)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 Switch# show ipv6 access-list IPv6 アクセス リストの設定を表示します。
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レイヤ 2 およびレイヤ 3 インターフェイスに対する IPv6 ACL の適用

レイヤ 2 およびレイヤ 3 インターフェイスに対する IPv6 
ACL の適用

IPv6 ACL をレイヤ 3 インターフェイスに適用するには、次の作業を実行します。

（注） IPv6 ACL は、レイヤ 3 インターフェイスおよびレイヤ 2 ポートでは ipv6 traffic-filter コマンドを使

用してサポートされます。

次の例は、拡張名前付き IPv6 ACL simple-ipv6-acl を SVI 300 ルーテッド入力トラフィックに適用し

ます。

Switch# configure terminal
Switch(config)# interface vlan 300
Switch(config-if)# ipv6 traffic-filter simple-ipv6-acl in

（注） ICMP オプションで一致する ACE を持つ出力 IPv6 ACL は、スイッチ上で失敗します。

次の条件では、RACL が正しく機能しなくなる可能性があります（回避策はありません）。

• ACLs は、インターフェイスの出力方向に適用されます。

• IPv6 ACL には、ICMP オプション フィールドで一致する Ace が含まれています（ICMP タイプま

たは ICMP コード）。

次に、機能しない RACL の例を示します。

IPv6 access list a1
    permit icmp any any nd-ns sequence 10
    deny ipv6 any any sequence 20

IPv6 access list a2
   permit icmp 2020::/96 any nd-ns sequence 10
    deny ipv6 any any sequence 20

VLAN マップの設定
ここでは、次の内容について説明します。

• 「VLAN マップの設定時の注意事項」（P.51-19）

• 「VLAN マップの作成および削除」（P.51-20）

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# interface interface-type 
slot/interface

設定するインターフェイスを指定します。

（注） interface-type は、レイヤ 3 インターフェイスである必要

があります。

ステップ 3 Switch(config-if)# ipv6 traffic-filter 
ipv6-acl {in|out}

IPv6 ACL をレイヤ 3 インターフェイスに適用します。
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• 「VLAN への VLAN マップの適用」（P.51-23）

• 「ネットワークでの VLAN マップの使用法」（P.51-23）

ここでは、VLAN マップを設定する方法について説明します。この方法は、VLAN 内でフィルタリン

グを制御する唯一の方法です。VLAN マップには方向の指定がありません。VLAN マップを使用して、

特定の方向のトラフィックをフィルタリングするには、特定の送信元または宛先アドレスが指定された 
ACL を追加する必要があります。VLAN マップ内に該当パケット タイプ（IP または MAC）に対する 
match 句がある場合、デフォルトでは、マップ内のどのエントリにも一致しないパケットはドロップさ

れます。該当パケット タイプに対する match コマンドがない場合、デフォルトでは、パケットが転送

されます。

VLAN マップを作成して、1 つまたは複数の VLAN に適用するには、次のステップを実行します。

ステップ 1 VLAN に適用する標準 IP ACL または拡張 IP ACL、または名前付き MAC 拡張 ACL を作成します。

ステップ 2 VLAN ACL マップ エントリを作成するには、vlan access-map グローバル コンフィギュレーション 
コマンドを入力します。

アクセス マップ コンフィギュレーション モードでは、action として、forward（デフォルト）または 
drop を任意で入力できます。また、match コマンドを入力して、既知の MAC アドレスだけが格納さ

れた IP パケットまたは IP 以外のパケットを指定したり、1 つまたは複数の ACL（標準または拡張）と

パケットを照合することもできます。match コマンドが指定されていない場合は、すべてのパケットに

アクションが適用されます。match コマンドを使用すると、パケットを複数の ACL と照合できます。

指定された ACL のいずれかにパケットが一致すると、アクションが適用されます。

（注） 該当パケット タイプ（IP または MAC）に対する match 句が VLAN マップにある場合でも、

パケットがそのタイプに一致しない場合、デフォルトではパケットがドロップされます。該当

タイプのパケットに対する match コマンドが VLAN マップ内になく、それに対するアクショ

ンが指定されていない場合、パケットは転送されます。

ステップ 3 VLAN マップを 1 つまたは複数の VLAN に適用するには、vlan filter インターフェイス コンフィギュ

レーション コマンドを使用します。

（注） レイヤ 2 インターフェイスに ACL（PACL）が適用されているスイッチ上の VLAN には、VLAN マッ

プを適用できません。

VLAN マップの設定時の注意事項

VLAN マップを設定する場合は、次の注意事項に従ってください。

• VLAN マップは IPv4 アドレス解決プロトコル（ARP）パケットをフィルタリングしません。

• ルーテッド VLAN インターフェイス（入力または出力）でトラフィックを拒否するように設定さ

れたルータ ACL が存在せず、VLAN マップが設定されていない場合は、すべてのトラフィックが

許可されます。

• 各 VLAN マップは一連のエントリで構成されます。VLAN マップのエントリの順序は重要です。

スイッチに着信したパケットは、VLAN マップの 初のエントリに対してテストされます。一致

した場合は、VLAN マップのその部分に指定されたアクションが実行されます。一致しなかった

場合、パケットはマップ内の次のエントリに対してテストされます。
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• 該当パケット タイプ（IP または MAC）に対する match 句が VLAN マップに 1 つまたは複数ある

場合でも、パケットがそれらの match 句に一致しない場合、デフォルトではパケットがドロップ

されます。該当パケット タイプに対する match 句が VLAN マップ内にない場合、デフォルトでは

パケットが転送されます。

• 多数の ACL が設定されている場合は、システムの起動に時間がかかることがあります。

VLAN マップの作成および削除

各 VLAN マップは順番に並べられた一連のエントリで構成されます。VLAN マップ エントリを作成、

追加、または削除するには、次の作業を行います。

 

マップを削除するには、no vlan access-map name グローバル コンフィギュレーション コマンドを使

用します。マップ内の単一のシーケンス エントリを削除するには、no vlan access-map name number 
グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。デフォルトのアクションである転送を行

うには、no action アクセスマップ コンフィギュレーション コマンドを使用します。

VLAN マップでは、特定の permit または deny キーワードは使用されません。VLAN マップを使用し

てパケットを拒否するには、パケットと比較する ACL を作成して、アクションをドロップに設定しま

す。ACL に permit を指定すると、一致と見なされます。ACL 内の deny は、一致しないという意味で

す。

ACL および VLAN マップの例

次に、特定の目的のための ACL および VLAN マップを作成する例を示します。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# vlan access-map name 
[number]

VLAN マップを作成し、名前と、任意で番号を付けます。番号

は、マップ内のエントリのシーケンス番号です。

同じ名前の VLAN マップを作成すると、10 ずつ増加する番号が

順に割り当てられます。マップを変更または削除するときは、

該当するマップ エントリの番号を入力できます。

このコマンドを入力すると、アクセスマップ コンフィギュレー

ション モードに変わります。

ステップ 3 Switch(config-access-map)# action {drop | 
forward} 

（任意）マップ エントリに対するアクションを設定します。デ

フォルトは転送（forward）です。

ステップ 4 Switch(config-access-map)# match {ip | 
mac} address {name | number} [name | 
number]

1 つまたは複数の標準または拡張アクセス リストに対してパ

ケットを比較します（IP または MAC アドレスを使用）。パケッ

トの比較は、対応するプロトコル タイプのアクセス リストに対

してだけ行われます。IP パケットは、標準または拡張 IP アクセ

ス リストに対して比較されます。IP 以外のパケットは、名前付

き MAC 拡張アクセス リストに対してだけ比較されます。match 
コマンドが指定されていない場合は、すべてのパケットにアク

ションが実行されます。

ステップ 5 Switch(config-access-map)# end グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 6 Switch(config)# show running-config アクセス リストの設定を表示します。

ステップ 7 Switch(config)# copy running-config 
startup-config 

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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例 1

ここでは、パケットを拒否する ACL および VLAN マップを作成する例を示します。 初のマップで

は、ip1 ACL（TCP パケット）に一致するすべてのパケットがドロップされます。 初に、すべての 
TCP パケットを許可し、それ以外のパケットをすべて拒否する ip1 ACL を作成します。VLAN マップ

には IP パケットに対する match 句が存在するため、デフォルトのアクションでは、どの match 句とも

一致しない IP パケットがすべてドロップされます。

Switch(config)# ip access-list extended ip1
Switch(config-ext-nacl)# permit tcp any any 
Switch(config-ext-nacl)# exit

Switch(config)# vlan access-map map_1 10
Switch(config-access-map)# match ip address ip1
Switch(config-access-map)# action drop

次に、パケットを許可する VLAN マップを作成する例を示します。ACL ip2 は UDP パケットを許可

します。ip2 ACL と一致するすべてのパケットが転送されます。

Switch(config)# ip access-list extended ip2
Switch(config-ext-nacl)# permit udp any any 
Switch(config-ext-nacl)# exit
Switch(config)# vlan access-map map_1 20
Switch(config-access-map)# match ip address ip2
Switch(config-access-map)# action forward

このマップでは、これ以前のどの ACL とも一致しないすべての IP パケット（TCP でも UDP でもない

パケット）がドロップされます。

例 2

次の例の VLAN マップでは、デフォルトで IP パケットがドロップされ、MAC パケットが転送される

ように設定されています。標準の ACL 101、名前付き拡張アクセス リスト igmp-match および 
tcp-match を適用して、次のように VLAN マップを設定します。

• すべての UDP パケットが転送されます。

• すべての IGMP パケットがドロップされます。

• すべての TCP パケットが転送されます。

• その他のすべての IP パケットがドロップされます。

• すべての非 IP パケットが転送されます。

Switch(config)# access-list 101 permit udp any any
Switch(config)# ip access-list extended igmp-match
Switch(config-ext-nacl)# permit igmp any any
Switch(config)# ip access-list extended tcp-match
Switch(config-ext-nacl)# permit tcp any any
Switch(config-ext-nacl)# exit
Switch(config)# vlan access-map drop-ip-default 10
Switch(config-access-map)# match ip address 101
Switch(config-access-map)# action forward
Switch(config-access-map)# exit
Switch(config)# vlan access-map drop-ip-default 20
Switch(config-access-map)# match ip address igmp-match
Switch(config-access-map)# action drop
Switch(config-access-map)# exit
Switch(config)# vlan access-map drop-ip-default 30
Switch(config-access-map)# match ip address tcp-match
Switch(config-access-map)# action forward
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例 3

次の例の VLAN マップでは、デフォルトで MAC パケットがドロップされ、IP パケットが転送される

ように設定されています。MAC 拡張アクセス リスト good-hosts および good-protocols を適用して、

次のように VLAN マップを設定します。

• ホスト 0000.0c00.0111 および 0000.0c00.0211 からの MAC パケットが転送されます。

• DECnet または Virtual Integrated Network Service（VINES）プロトコル ファミリーの MAC パ
ケットが転送されます。

• その他のすべての非 IP パケットがドロップされます。

• すべての IP パケットが転送されます。

Switch(config)# mac access-list extended good-hosts
Switch(config-ext-macl)# permit host 000.0c00.0111 any
Switch(config-ext-macl)# permit host 000.0c00.0211 any
Switch(config-ext-nacl)# exit
Switch(config)# mac access-list extended good-protocols
Switch(config-ext-macl)# permit any any protocol-family decnet
Switch(config-ext-macl)# permit any any protocol-family vines
Switch(config-ext-nacl)# exit
Switch(config)# vlan access-map drop-mac-default 10
Switch(config-access-map)# match mac address good-hosts
Switch(config-access-map)# action forward
Switch(config-access-map)# exit
Switch(config)# vlan access-map drop-mac-default 20
Switch(config-access-map)# match mac address good-protocols
Switch(config-access-map)# action forward

例 4

次の例の VLAN マップでは、すべてのパケット（IP および IP 以外）がドロップされるように設定さ

れています。アクセス リスト tcp-match および good-hosts を適用して、次のように VLAN マップを

設定します。

• すべての TCP パケットが転送されます。

• ホスト 0000.0c00.0111 および 0000.0c00.0211 からの MAC パケットが転送されます。

• その他のすべての IP パケットがドロップされます。

• その他のすべての MAC パケットがドロップされます。

Switch(config)# vlan access-map drop-all-default 10
Switch(config-access-map)# match ip address tcp-match
Switch(config-access-map)# action forward
Switch(config-access-map)# exit
Switch(config)# vlan access-map drop-all-default 20
Switch(config-access-map)# match mac address good-hosts
Switch(config-access-map)# action forward
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VLAN への VLAN マップの適用

1 つの VLAN マップを 1 つまたは複数の VLAN に適用するには、次の作業を行います。

（注） レイヤ 2 インターフェイスに ACL（PACL）が適用されているスイッチ上の VLAN には、VLAN マッ

プを適用できません。

次に、VLAN マップ 1 を VLAN 20 ～ 22 に適用する例を示します。

Switch(config)# vlan filter map 1 vlan-list 20-22

ネットワークでの VLAN マップの使用法

図 51-3 に、一般的なワイヤリングクローゼットの構成を示します。ホスト X およびホスト Y は異なる 
VLAN 内にあり、ワイヤリング クローゼット スイッチ A およびスイッチ C に接続されています。ホ

スト X からホスト Y へのトラフィックは、スイッチ B によってルーティングされます。ホスト X から

ホスト Y へのトラフィックは、トラフィックのエントリ ポイントであるスイッチ A でアクセス コント

ロールできます。次の構成では、スイッチは VLAN マップと QoS 分類 ACL をサポートします。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# vlan filter mapname 
vlan-list list

VLAN マップを 1 つまたは複数の VLAN に適用します。

list には単一の VLAN ID（22）、連続した範囲（10 ～ 22）、または 
VLAN ID のストリング（12、22、30）を指定できます。カンマや

ハイフンの前後にスペースを挿入することもできます。

ステップ 3 Switch(config)# show running-config アクセス リストの設定を表示します。

ステップ 4 Switch(config)# copy running-config 
startup-config 

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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図 51-3 ワイヤリング クローゼットの設定

たとえば、HTTP トラフィックをホスト X からホスト Y へスイッチングしない場合は、スイッチ A に 
VLAN マップを適用し、ホスト X（IP アドレス 10.1.1.32）からホスト Y（IP アドレス 10.1.1.34）へ

の HTTP トラフィックがスイッチ B にブリッジングされずに、すべてスイッチ A でドロップされるよ

うにすることもできます。このように設定するには、次の手順を実行します。

初に、HTTP ポートですべての TCP トラフィックを許可（一致）する IP アクセス リスト http を定

義します。

Switch(config)# ip access-list extended http
Switch(config-ext-nacl)# permit tcp host 10.1.1.32 host 10.1.1.34 eq www
Switch(config-ext-nacl)# exit

次に、VLAN アクセス マップ map2 を作成し、http アクセス リストと一致するトラフィックがドロッ

プされ、その他すべての IP トラフィックが転送されるようにします。

Switch(config)# vlan access-map map2 10
Switch(config-access-map)# match ip address http
Switch(config-access-map)# action drop
Switch(config-access-map)# exit

Switch(config)# ip access-list extended match_all
Switch(config-ext-nacl)# permit ip any any
Switch(config-ext-nacl)# exit
Switch(config)# vlan access-map map2 20
Switch(config-access-map)# match ip address match_all
Switch(config-access-map)# action forward

次に、VLAN アクセス マップ map2 を VLAN 1 に適用します。

Switch(config)# vlan filter map2 vlan 1
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別の VLAN にあるサーバへのアクセスの拒否

図 51-4 に、別の VLAN にあるサーバへのアクセスを制限する方法を示します。この例では、VLAN 
10 内のサーバ 10.1.1.100 に対しては、次のようにアクセスが制限されています。

• VLAN 20 内のサブネット 10.1.2.0/8 にあるホストのアクセスを禁止します。

• VLAN 10 内のホスト 10.1.1.4 および 10.1.1.8 のアクセスを禁止します。

図 51-4 他の VLAN 上のサーバへのアクセス拒否

この手順では、別の VLAN にあるサーバへのアクセスを拒否するように VLAN マップを使用して 
ACL を設定します。VLAN マップ SERVER 1_ACL は、サブネット 10.1.2.0/8 内のホスト、ホスト 
10.1.1.4、およびホスト 10.1.1.8 のアクセスを拒否します。一方、その他すべての IP トラフィックを

許可します。ステップ 3 では、VLAN 10 に VLAN マップ SERVER1 を適用します。

このように設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 対応するパケットと照合し、許可する IP ACL を定義します。

Switch(config)# ip access-list extended SERVER1_ACL
Switch(config-ext-nacl))# permit ip 10.1.2.0 0.0.0.255 host 10.1.1.100
Switch(config-ext-nacl))# permit ip host 10.1.1.4 host 10.1.1.100
Switch(config-ext-nacl))# permit ip host 10.1.1.8 host 10.1.1.100
Switch(config-ext-nacl))# exit

ステップ 2 SERVER1_ACL と一致する IP パケットをドロップして、一致しない IP パケットを転送するこの ACL 
を使用して、VLAN マップを定義します。

Switch(config)# vlan access-map SERVER1_MAP
Switch(config-access-map)# match ip address SERVER1_ACL
Switch(config-access-map)# action drop
Switch(config)# vlan access-map SERVER1_MAP 20
Switch(config-access-map)# action forward
Switch(config-access-map)# exit

ステップ 3 VLAN 10 に VLAN マップを適用します。

Switch(config)# vlan filter SERVER1_MAP vlan-list 10.
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VLAN アクセス マップ情報の表示
VLAN アクセス マップまたは VLAN フィルタに関する情報を表示するには、次のいずれかの作業を行

います。

 

次に、show vlan access-map コマンドの出力例を示します。

Switch# show vlan access-map
Vlan access-map "map_1" 10

Match clauses:
ip address: ip1

Action:
drop

Vlan access-map "map_1" 20
Match clauses:

mac address: mac1
Action:

forward
Vlan access-map "map_1" 30

Match clauses:
Action:

drop

（注） シーケンス 30 には match コマンドがありません。すべてのパケット（IP および IP 以外）はこれと照

合されてドロップされます。

次に、show vlan filterコマンドの出力例を示します。

Switch# show vlan filter 
VLAN Map map_1 is filtering VLANs:

20-22

ルータ ACL を VLAN マップと組み合わせて使用する方法
該当タイプ（IP または MAC）のパケットに対する match コマンドが VLAN マップにある場合でも、

パケットがそのタイプに一致しない場合、デフォルトでは、パケットがドロップされます。VLAN 
マップ内に match コマンドがなく、アクションが指定されていない場合、どの VLAN マップ エントリ

とも一致しないパケットは転送されます。

（注） 1 つのスイッチ上で、VLAN マップまたは入力ルータ ACL を組み合わせて使用することはできませ

ん。

次の内容について説明します。

• 「ルータ ACL と VLAN マップを同一 VLAN 上で使用する場合の注意事項」（P.51-27）

• 「VLAN に適用されるルータ ACL と VLAN マップの例」（P.51-27）

コマンド 目的

Switch# show vlan access-map [mapname] すべての VLAN アクセス マップまたは指定されたアクセス 
マップに関する情報を表示します。

Switch# show vlan filter [access-map name | 
vlan vlan-id]

すべての VLAN フィルタ、または指定された VLAN や 
VLAN アクセス マップに関する情報を表示します。
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ルータ ACL と VLAN マップを同一 VLAN 上で使用する場合の注意事項

スイッチ ハードウェアは、方向（入力および出力）ごとに、1 回の検索を実行するので、ルータ ACL 
および VLAN マップを同じ VLAN に設定する場合は、これらを統合する必要があります。ルータ 
ACL を VLAN マップと統合すると、ACE の数が急激に増加することがあります。

できるだけ末尾のデフォルト アクションを除くすべてのエントリのアクションが同一となるように、

ACL を記述します。次のいずれかの形式を使用して ACL を記述します。

permit...
permit...
permit...
deny ip any any

または

deny...
deny...
deny...
permit ip any any

ACL 内で複数の許可または拒否アクションを定義する場合は、それぞれのアクション タイプをまとめ

て、エントリ数を削減します。

IP ACE とレイヤ 4 情報を含む TCP/UDP/ICMP ACE が両方とも ACL 内に存在し、full-flow モードを

指定する必要があるときは、レイヤ 4 ACE をリストの末尾に配置します。この結果、IP アドレスに基

づくトラフィックのフィルタリングが優先されます。

VLAN に適用されるルータ ACL と VLAN マップの例

以下の例では、ルータ ACL および VLAN マップを VLAN に適用して、スイッチド パケット、ブリッ

ジド パケット、ルーテッド パケット、およびマルチキャスト パケットへのアクセスを制御します。次

の図では、それぞれの宛先に転送されるパケットを示します。ただし、パケットのパスが VLAN マッ

プや ACL を示す回線と交差するポイントごとで、パケットを転送しないでドロップすることもできま

す。

ACL およびスイッチド パケット

図 51-5 に、VLAN 内でスイッチングされるパケットを ACL が処理する方法を示します。VLAN 内で

スイッチングされるパケットは、ルータ ACL では処理されません。
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図 51-5 スイッチド パケットへの ACL の適用

ACL およびルーテッド パケット

図 51-6 に、ルーテッド パケットに ACL を適用する方法を示します。ルーテッド パケットの場合、

ACL は次の順番で適用されます。

1. 入力 VLAN の VLAN マップ

2. 入力ルータ ACL

3. 出力ルータ ACL

4. 出力 VLAN の VLAN マップ

VLAN 10
ACL ACL
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図 51-6 ルーテッド パケットへの ACL の適用

PACL の設定
ここでは、PACL を設定する方法について説明します。PACL は、レイヤ 2 インターフェイス上のフィ

ルタリングを制御するのに使用されます。PACL は、レイヤ 3 情報、レイヤ 4 ヘッダー情報または IP 
以外のレイヤ 2 情報に基づいて、レイヤ 2 インターフェイスのトラフィックをフィルタリングできま

す。

ここでは、次の内容について説明します。

• 「PACL の作成」（P.51-29）

• 「PACL 設定時の注意事項」（P.51-30）

• 「ポート ACL の要件の削除」（P.51-30）

• 「Webauth フォールバック」（P.51-31）

• 「レイヤ 2 インターフェイス上での IPv4、IPv6、および MAC の ACL の設定」（P.51-32）

• 「アクセス グループ モードを PACL と併用する方法」（P.51-33）

• 「レイヤ 2 インターフェイス上でのアクセス グループ モードの設定」（P.51-33）

• 「レイヤ 2 インターフェイスへの ACL の適用」（P.51-34）

• 「レイヤ 2 インターフェイス上の ACL 設定の表示」（P.51-34）

PACL の作成

PACL を作成し、1 つ以上のインターフェイスに適用するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 インターフェイスに適用する標準 IPv4 ACL または拡張 IPv4 ACL、IPv6 ACL、または名前付き MAC 
拡張 ACL を作成します。

VLAN 10

 A
VLAN 10

94
15

7

Catalyst 4500  

VLAN 20

 B
VLAN 20

VLAN 10
ACL ACL

VLAN 20
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ステップ 2 1 つまたは複数のレイヤ 2 インターフェイスに、IPv4、IPv6、または MAC ACL を適用するには、IP 
access-group、ipv6 traffic-filter、または mac access-group interface コマンドを使用します。

PACL 設定時の注意事項

PACL を設定する場合、次の注意事項を考慮してください。

• 方向単位で同じレイヤ 2 インターフェイスに適用可能な IPv4、IPv6、および MAC アクセス リス

トは、それぞれ、 大 1 つです。

• IPv4 アクセス リストは IPv4 パケットだけ、IPv6 アクセス リストは IPv6 パケットだけ、MAC ア
クセス リストは非 IP パケットだけをフィルタリングします。

• PACL の一部として設定できる ACL と ACE の数は、スイッチのハードウェア リソースにより制

限されます。これらのハードウェア リソースは、システムに設定された各 ACL 機能（RACL、
VACL など）で共有されます。ハードウェアに PACL をプログラミングするのに十分なハード

ウェア リソースがない場合、入力 PACL と出力 PACL のアクションが異なります。

– 入力 PACL では、一部のパケットがソフトウェア転送のために CPU に転送されます。

– 出力 PACL では、PACL がポート上でディセーブルに設定されます。

• ハードウェアに PACL をプログラミングするのに十分なハードウェア リソースがない場合、出力 
PACL はポートに適用されず、警告メッセージが表示されます。

• ロギングは出力 ACL ではサポートされませんが、入力 ACL のロギング オプションはサポートさ

れます。

• アクセス グループ モードを使用して、その他の ACL との PACL の対話形式を変更できます。シ

スコのプラットフォームにおいて動作の一貫性を保つためには、デフォルトのアクセス グループ 
モードを使用します。

• ポートにアクティブなセッションがあるときに PACL を取り外すと、ポートにホール（すべての 
IP を許可します）が生じます。

ポート ACL の要件の削除

Cisco IOS Release 12.2(54) SG よりも前に、AAA サーバから ACL をダウンロードする場合は標準

ポート ACL が必要でした。これは、ポートと ACL を関連付けずに、アクセス コントロール エントリ

を動的に作成するために、ACL のインフラストラクチャが不十分であったためです。

Cisco IOS Release 12.2(54) SG から、ポート ACL の設定は必須ではなくなりました。ポート ACL が
ポートで（ip access-group number in コマンドを入力して）設定されていない場合、ACL をダウン

ロードしたときに、デフォルト ACL（認証デフォルト ACL）はそのポートに自動的に対応付けられま

す。これは、DHCP のトラフィックだけを許可し、次の ACE で構成されます。

permit udp any range bootps 65347 any range bootpc 65348
permit udp any any range bootps 65347
deny    ip    any any.

認証デフォルト ACL は、自動的に作成されます。これを変更するには、次のコマンドを入力します。

ip access-list extended AUTH-DEFAULT-ACL



51-31
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-25340-01-J

第 51 章      ACL によるネットワーク セキュリティの設定

PACL の設定

この ACL は、Nonvolatile Generation（NVGEN）されません。ダイナミック ACL（ユーザ単位 /フィ

ルタ ID/DACL）を適用するセッションがあることを条件として、認証デフォルト ACL が対応付けら

れます。認証デフォルト ACL は、ポリシーの 後の認証セッションがクリアされると削除されます。

少なくとも 1 セッションがダイナミック ポリシーを適用していることを条件として、ポートに対応付

けられたままになります。

設定の制約事項

次の制約事項が適用されます。

• Cisco IOS Release 12.2(54) SG 以降、ポート ACL の設定は必須ではありません。デフォルト ACL 
が自動的に作成されます。

• 認証デフォルト ACL が変更されても、Nonvolatile Generation（NVGEN）の対象とはなりませ

ん。

デバッグに関する考慮事項

コンフィギュレーション モードで epm logging コマンドを入力した場合、認証デフォルト ACL をイン

ターフェイスに対応付けるか、インターフェイスから取り外したときに、syslog メッセージが表示さ

れます。

次の syslog は、デフォルトの ACL を対応付けると表示されます。

%EPM-6-AUTH_ACL: POLICY Auth-Default-ACL| EVENT CREATE-ATTACH-SUCCESS

次の Syslog は、ACL の対応付けが解除されると表示されます。

%EPM-6-AUTH_ACL: POLICY Auth-Default-ACL| EVENT DETACH-SUCCESS
%EPM-6-AUTH_ACL: POLICY Auth-Default-ACL| EVENT DELETE-SUCCESS

Webauth フォールバック

多くの認証方式では、エンド ポイント デバイスの特定の機能がアイデンティティまたはクレデンシャ

ルを使用して、ネットワーク認証デバイスに応答する必要があります。エンド ポイントに必要な機能

がない場合は、オーセンティケータは、代替手段にフォールバックして、ホストまたはユーザのクレデ

ンシャルを収集する必要があります。802.1X/MAB 認証メカニズムに障害が発生すると、WebAuth へ
のフォールバックが発生する可能性があります。

Cisco IOS Release 12.2(54) SG よりも前に、Webauth フォールバックの実装では、認証デバイスで設

定されたフォールバック プロファイルが必要でした。このプロファイルの一部として、アドミッショ

ン ルールは、アクセス ポリシー（フォールバック ACL）とともに設定する必要があります。

ポート ACL がポートで設定されていない場合を考えてみます。802.1X/MAB を通じて 初に認証され

た少数のホストは、ACL をダウンロードしません。これらのホストからのトラフィックはすべて許可

されます。ここで、ホストがポートに接続し、ホストを認証するために WebAuth へのフォールバック

が発生すると仮定します。フォールバック ACL がポートにインストールされ、以前に認証されたホス

トからのトラフィックも、このフォールバック ACL によって制限されます。

Cisco IOS Release 12.2(54) SG 以降では、別の方法を使用して、この問題に対処します。ホストが認証

のために WebAuth にフォールバックする場合、フォールバック ACL の ACE エントリは、フォール

バックしたホストのホスト IP を挿入したエントリに変換され、ホストが認証されるまで適用されます。

ホストが認証に成功すると、フォールバック ACL は削除されます。その結果、生成されるホスト ACL 
は、ダイナミック ACL およびポート ACL/認証デフォルト ACL になります。認証デフォルト ACL の
詳細については、前の項を参照してください。
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レイヤ 2 インターフェイス上での IPv4、IPv6、および MAC の ACL の設
定

（注） レイヤ 2 物理インターフェイスに適用できるのは、IPv4、IPv6、および MAC の ACL だけです。

（番号付き、名前付き）標準 IP ACL、（番号付き、名前付き）拡張 IP ACL、および名前付き拡張 MAC 
ACL もサポートされています。

レイヤ 2 インターフェイス上に IPv4 ACL または MAC ACL を適用するには、次の作業を行います。

レイヤ 2 インターフェイス上に IPv6 ACL を適用するには、次の作業を行います。

次に、すべての TCP トラフィックを許可し、暗黙的にその他すべての IP トラフィックを拒否する名前

付き拡張 IP ACL simple-ip-acl を設定する例を示します。

Switch(config)# interface Gi3/1
Switch(config-if)# ip access-list extended simple-ip-acl 
Switch(config-ext-nacl)# permit tcp any any
Switch(config-ext-nacl)# end

次に、送信元ホスト 000.000.011 をすべての宛先ホストで許可する、名前付き拡張 MACL 
simple-mac-acl を設定する例を示します。

Switch(config)# interface Gi3/1
Switch(config-if)# mac access-list extended simple-mac-acl
Switch(config-ext-macl)# permit host 000.000.011 any
Switch(config-ext-macl)# end

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# interface interface インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始し

ます。

ステップ 3 Switch(config-if)# [no] {ip | mac} 
access-group {name | number} {in | out}

レイヤ 2 インターフェイス上にアクセス グループ モードを

設定します。no 形式は、レイヤ 2 インターフェイスから IP 
ACL または MAC ACL を削除します。

ステップ 4 Switch(config)# show running-config アクセス リストの設定を表示します。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# interface interface インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始し

ます。

ステップ 3 Switch(config-if)# [no] ipv6 traffic-filter 
name {in | out}

レイヤ 2 インターフェイスに、指定した IPv6 ACL が適用さ

れます。no 形式は、レイヤ 2 インターフェイスから IPv6 
ACL を削除します。

ステップ 4 Switch(config)# show running-config アクセス リストの設定を表示します。
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アクセス グループ モードを PACL と併用する方法

アクセス グループ モードを使用して、その他の ACL との PACL の対話形式を変更できます。たとえ

ば、レイヤ 2 インターフェイスが VLAN 100 に属する場合、VACL（VLAN フィルタ）V1 は VLAN 
100 上に適用され、PACL P1 がレイヤ 2 インターフェイス上に適用されます。この状況では、VLAN 
100 上のレイヤ 2 インターフェイスのトラフィックに P1 と V1 がどのように影響するかを指定する必

要があります。インターフェイス単位の方式では、access-group mode コマンドを使用して、次の望

ましいモードのいずれかを指定します。

• prefer port モード：PACL がレイヤ 2 インターフェイス上に設定されている場合、PACL が有効に

なり、その他の ACL（ルータ ACL と VACL）を無効にします。レイヤ 2 インターフェイス上に 
PACL 機能が設定されていない場合、その他の適用可能な機能がこのインターフェイスに統合さ

れ、インターフェイス上に適用されます。これがデフォルトのアクセス グループ モードです。

• prefer VLAN モード：ポートに VLAN ベースの ACL 機能が適用され、PACL が無効の場合は、

VLAN ベースの ACL 機能が有効になります。レイヤ 2 インターフェイスに VLAN ベースの ACL 
機能が適用できない場合、インターフェイス上の既存の PACL 機能が適用されます。

• merge モード：ハードウェアにプログラミングされる前に、適用可能な ACL 機能を統合します。

レイヤ 2 インターフェイス上でのアクセス グループ モードの設定

レイヤ 2 インターフェイス上にアクセス モードを設定するには、次の作業を行います。

次に、PACL 以外の機能を統合して、インターフェイス上に適用する例を示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# interface fast 6/1
Switch(config-if)# access-group mode prefer port

次に、ハードウェアにプログラミングされる前に、適用可能な ACL 機能を統合する例を示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# interface fast 6/1
Switch(config-if)# access-group mode merge

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# interface interface インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始し

ます。

ステップ 3 Switch(config-if)# [no] access-group mode 
{prefer {port | vlan} | merge}

レイヤ 2 インターフェイス上にアクセス グループ モードを

設定します。no 形式は、レイヤ 2 インターフェイスから IP 
ACL または MAC ACL を削除します。

ステップ 4 Switch(config)# show running-config アクセス リストの設定を表示します。
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レイヤ 2 インターフェイスへの ACL の適用

レイヤ 2 インターフェイスに IPv4、IPv6、および MAC の ACL を適用するには、次の作業のいずれか

を行います。

 

次に、名前付き拡張 IP ACL simple-ip-acl をファスト イーサネット インターフェイス 6/1 の入力トラ

フィックに適用する例を示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# interface fast 6/1
Switch(config-if)# ip access-group simple-ip-acl in

次に、IPv6 ACL simple-ipv6-acl をファスト イーサネット インターフェイス 6/1 の入力トラフィック

に適用する例を示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# interface fast 6/1
Switch(config-if)# ipv6 traffic-filter simple-ipv6-acl in

次に、名前付き拡張 MAC ACL simple-mac-acl をファスト イーサネット インターフェイス 6/1 の出力

トラフィックに適用する例を示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# interface fast 6/1
Switch(config-if)# mac access-group simple-mac-acl out

レイヤ 2 インターフェイス上の ACL 設定の表示

レイヤ 2 インターフェイス上の ACL 設定に関する情報を表示するには、次のいずれかの作業を行いま

す。

 

次に、IP アクセス グループ simple-ip-acl がインターフェイス fa6/1 の着信方向に設定されている例を

示します。

Switch# show ip interface fast 6/1
FastEthernet6/1 is up, line protocol is up

コマンド 目的

Switch(config-if)# ip access-group ip-acl {in | out} IPv4 ACL をレイヤ 2 インターフェイスに適用

します。

Switch(config-if)# ipv6 traffic-filter ipv6-acl {in | out} IPv6 ACL をレイヤ 2 インターフェイスに適用

します。

Switch(config-if)# mac access-group mac-acl {in | out} レイヤ 2 インターフェイスに MAC ACL を適用

します。

コマンド 目的

Switch# show ip interface [interface-name] インターフェイス上の IP アクセス グループ設定を表示し

ます。

Switch# show mac access-group interface 
[interface-name]

インターフェイス上の MAC アクセス グループ設定を表

示します。

Switch# show access-group mode interface 
[interface-name]

インターフェイス上のアクセス グループ モード設定を表

示します。
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  Inbound  access list is simple-ip-acl
  Outgoing access list is not set

次に、MAC アクセス グループ simple-mac-acl がインターフェイス fa6/1 の着信方向に設定されている

例を示します。

Switch# show mac access-group interface fast 6/1
Interface FastEthernet6/1:
   Inbound access-list is simple-mac-acl   
   Outbound access-list is not set

次に、アクセス グループ統合がインターフェイス fa6/1 に設定されている例を示します。

Switch# show access-group mode interface fast 6/1
Interface FastEthernet6/1:
   Access group mode is: merge

VLAN マップおよびルータを PACL と併用する方法
PACL で、ルータ ACL および VACL との相互作用は、表 51-1 に示すインターフェイス アクセス グ
ループ モードによって異なります。

表 51-1 に表示される各 ACL のタイプは、次のシナリオに対応します。

シナリオ 1：ホスト A は、SVI が設定された VLAN 20 のインターフェイスに接続されています。

図 51-7 で示すように、インターフェイスには入力 PACL が設定され、SVI には入力ルータ ACL が設

定されています。

表 51-1 PACL、VACL、およびルータ ACL の相互作用

ACL タイプ 入力 PACL

prefer port モー

ド

prefer vlan 
モード

merge モード

1. 入力ルータ ACL PACL が適用さ

れる

入力ルータ 
ACL が適用

される

PACL、入力ルータ ACL（統合）の順

で適用される（入力側）

2. VACL PACL が適用さ

れる

VACL が適用

される

PACL、VACL（統合）の順で適用され

る（入力側）

3. VACL と入力ルータ 
ACL

PACL が適用さ

れる

VACL+ 入力

ルータ ACL 
が適用される

PACL、VACL、入力ルータ ACL（統

合）の順で適用される（入力側）
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図 51-7 シナリオ 1：入力ルータ ACL との PACL の相互作用

インターフェイス アクセス グループ モードが prefer port の場合、ホスト A からの入力トラフィックに

適用されるのは入力 PACL だけです。モードが prefer VLAN の場合、ルーティングを必要とするホス

ト A からの入力トラフィックに適用されるのは入力ルータ ACL だけです。モードが merge である場

合、入力 PACL が 初にホスト A からの入力トラフィックに適用され、次に入力ルータ ACL がルー

ティングを必要とするトラフィックに適用されます。

シナリオ 2：ホスト A は、VLAN 10 のインターフェイスに接続されています。図 51-8 で示すように、

VLAN 10 には、VACL（VLAN マップ）と入力 PACL が設定されています。

図 51-8 シナリオ 2：PACL の VACL との相互作用

VLAN 10

 A
VLAN 10

94
09

2

Catalyst 4500  

VLAN 20

 B
VLAN 20

PACL ACL PACL

VLAN 10

 A
VLAN 10

94
09

3

Catalyst 4500  

 B
VLAN 10

PACL
VLAN 10



51-37
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-25340-01-J

第 51 章      ACL によるネットワーク セキュリティの設定

RA ガードの設定

インターフェイス アクセス グループ モードが prefer port の場合、ホスト A からの入力トラフィックに

適用されるのは入力 PACL だけです。モードが prefer VLAN の場合、VACL だけがホスト A からの入

力トラフィックに適用されます。モードが merge の場合、 初に入力 PACL がホスト A からの入力ト

ラフィックに適用され、その後 VACL がそのトラフィックに適用されます。

シナリオ 3：ホスト A は、VACL と SVI が設定された VLAN 10 のインターフェイスに接続されてい

ます。図 51-9 で示すように、SVI には入力ルータ ACL が設定されていて、インターフェイスには入

力 PACL が設定されています。

図 51-9 シナリオ 3：VACL と入力ルータ ACL

インターフェイス アクセス グループ モードが prefer port の場合、ホスト A からの入力トラフィックに

適用されるのは入力 PACL だけです。モードが prefer VLAN の場合、VACL と入力ルータ ACL の統

合結果がホスト A からの入力トラフィックに適用されます。モードが merge の場合は、入力 PACL が、

初に、ホスト A からの入力トラフィックに適用され、次に、VACL がトラフィックに適用され、

後に、入力ルータ ACL がルーティングを必要とするトラフィックに適用されます （つまり、入力 
PACL、VACL、および入力ルータ ACL の統合結果がトラフィックに適用されます）。

RA ガードの設定
ここでは、次の内容について説明します。

• 「概要」（P.51-38）

• 「配備」（P.51-38）

• 「RA ガードの設定」（P.51-39）

• 「例」（P.51-39）

• 「使用上のガイドライン」（P.51-40）

VLAN 10

 A
VLAN 10

94
09

4

Catalyst 4500  

VLAN 20

 B
VLAN 20

VLAN 10
PACL ACL ACL

VLAN 20
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概要

IPv6 ネットワークを配備する場合、ルータは、IPv6 ルータ アドバタイズメントを使用して、オンリン

クのホストに設定情報を伝送するように設定されます。ルータ アドバタイズメントは、自動設定プロ

セスの重要な部分です。伝送される情報には、ルータ アドバタイズメント（RA）メッセージの観察対

象の送信元アドレスから取得された暗黙デフォルト ルータ アドレスが含まれます。ただし、一部の

ネットワークでは、無効な RA が観察されます。これは、設定ミス、またはネットワーク上の悪意のあ

る攻撃によって、発生することがあります。

不正なルータとして動作しているデバイスが、不正な RA を送信することがあります。単一のレイヤ 2 
ネットワーク セグメント内で IPv6 を使用している場合、エンドノードに到達する前に不正な RAS を
ドロップできるようにレイヤ 2 デバイスを設定できます。

Supervisor Engine 6-E（および 6L-E）を搭載した Cisco IOS Release 54（SG）SG、Supervisor Engine 
7-E を搭載した Cisco IOS XE Release 3.3.0SG、Supervisor Engine 7L-E を搭載した Cisco IOS XE 
Release 3.2.0XO 以降、Catalyst 4500 シリーズ スイッチは、RA ガードをサポートします。この機能

は、着信ルータ アドバタイズメントとルータ リダイレクト パケットを検査し、メッセージとレイヤ 2 
デバイス設定で検出された情報だけに基づいて、これらをスイッチングするか、またはブロックするか

を決定します。

ポートに接続されているデバイスに基づいて、2 つのモードの RA ガード（ホストおよびルータ）を設

定できます。

• ホスト モード：すべてのルータ アドバタイズメントとルータ リダイレクト メッセージがポートで

拒否されます。

• ルータ モード：すべてのメッセージ（RA/RS/Redirect）がポートで許可されます。ホスト モード

だけがサポートされます。

RA メッセージを許可または拒否するように Catalyst 4500 ホスト ポートを設定できます。ルータ アド

バタイズメントとルータ リダイレクト パケットを拒否するようにポートを設定した場合、ポートは、

受信したフレームの内容をフィルタリングし、ルータ アドバタイズメントまたはルータ リダイレクト 
フレームをブロックします。

RA ガードがポートで設定されている場合、次のパケットがハードウェアでドロップされます。

• ルータ アドバタイズメント パケット：ICMP タイプ = 134 の IPv6 ICMP パケット

• ルータ リダイレクト パケット：ICMP タイプ = 137 の IPv6 ICMP パケット

ポート単位 RA ガード ACL の統計情報がサポートされ、show ipv6 snooping counters インターフェ
イス コマンドを入力すると表示されます。統計情報の出力では、RA ガードによってポートごとにド

ロップされたパケット数が表示されます。

（注） Cisco IOS Release 15.0(2)SG 以降、ポート単位 RA ガード ACL の統計情報がサポートされ、show 
ipv6 snooping counters インターフェイス コマンドを入力すると表示されます。（このリリースよりも

前では、show ipv6 first-hop counters インターフェイス コマンドを入力します）。

配備

図 51-10 には、RA ガードのための配備シナリオを示します。ホストに接続されているポートからの 
RA パケットをドロップし、ルータに接続されているポートからの RA パケットを許可します。
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図 51-10  一般的な RA ガードの配備

RA ガードの設定

RA ガードを設定するには、次の手順を実行します。

例

次に、スイッチの RA ガードをイネーブルにする例を示します。

Switch(config)# int gi1/1
Switch(config-if)# ipv6 nd raguard
Switch(config-if)# end
Switch# show running-configuration interface gi1/1

Building configuration...

 A

Catalyst 4500
 

25
37

25

 B

RA

RA

RA

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 1 Switch(config)# interface interface インターフェイス モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config-if)# [no] ipv6 nd 
raguard

スイッチで、RA ガードをイネーブルにします。

ステップ 3 Switch(config-if)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 Switch# show ipv6 first-hop 
policies interface

RA ガードがイネーブルにされているインターフェイスのリストを表示

します。interface オプションによって、RA ガードがインターフェイス

に設定されているかどうかを判断できます。

ステップ 5 Switch# show ipv6 first-hop 
counters interface

RA ガードによって、ポートごとにドロップされたパケット数を表示し

ます。カウンタは、特定のインターフェイスに対して interface オプショ

ンを使用して表示できます。

（注） カウンタがポートでイネーブルになっていない場合、カウンタの

値はゼロです。

ステップ 6 Switch# clear ipv6 snooping 
counters interface

特定のインターフェイスで RA ガード カウンタをクリアします。

interface オプションが指定されていない場合、すべてのインターフェイ

スのカウンタはクリアされます。
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Current configuration : 53 bytes

!

interface GigabitEthernet1/1

 ipv6 nd raguard

end

次に、show ipv6 コマンドの出力例を示します。

Switch# show ipv6 snooping counters int gi 2/48
Received messages on Gi2/48:
Protocol        Protocol message
ICMPv6          RS         RA         NS         NA         REDIR      CPS        CPA
                0          0          0          0          0          0          0

Bridged messages from Gi2/48:
Protocol        Protocol message
ICMPv6          RS         RA         NS         NA         REDIR      CPS        CPA
                0          0          0          0          0          0          0

Dropped messages on Gi2/48:
Feature/Message RS         RA         NS         NA         REDIR      CPS        CPA

Dropped reasons on Gi2/48:
Switch#

（注） Cisco IOS Release 15.0(2)SG 以降、ポート単位 RA ガード ACL の統計情報がサポートされ、show 
ipv6 snooping counters インターフェイス コマンドを入力すると表示されます。（このリリースよりも

前では、show ipv6 first-hop counters インターフェイス コマンドを入力します）。

（注） RA（ルータ アドバタイズメント）カウンタと REDIR（ルータ リダイレクト パケット）カウンタだけ

が 12.2(54) SG でサポートされていることに注意してください。

Switch# show ipv6 first-hop policies
RA guard policies configured: 

Policy            Interface    Vlan 
------            ---------    ---- 
default           Gi2/48       all 

Switch#

使用上のガイドライン

次の制約事項に従ってください。

• これは、入力機能です。ポートを通じて受信した IPv6 ルータ アドバタイズメントとルータ リダイ

レクト パケットだけをフィルタリングします。

• RA ガードは、IPv6 トラフィックがトンネリングされる環境では保護を行いません。

• この機能は、ハードウェアだけでサポートされます。リソース不足（TCAM メモリ不足など）の

場合を除いて、パケットはソフトウェアにパントされません。
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• RA ガードは純粋なレイヤ 2 ポート ベース機能で、スイッチポートだけで設定できます。これは、

IPv6 ルーティングがイネーブルかどうかに関係なく、動作します。これは、ルータ インターフェ

イスと VLAN ではサポートされません。

• RA ガードは、トランク ポートでサポートされます。フィルタリングは、許可されるすべての 
VLAN から着信したパケットで実行されます。

• RA ガードは、EtherChannel でサポートされます。EtherChannel の RA ガード設定は（存在する

かどうかにかかわらず）、メンバ ポートの RA ガード設定を上書きします。

• RA ガードは、PVLAN に属するポートでサポートされます（たとえば、独立セカンダリ ホスト 
ポート、コミュニティ セカンダリ ホスト ポート、無差別プライマリ ホスト ポート、（プライマリ

/セカンダリ）トランク ポートなど）。プライマリ VLAN 機能は継承され、ポート機能とマージさ

れます。

• ハードウェアの制限により、Catalyst 4900M、Catalyst 4948E、Catalyst 4948L-E の Supervisor 
Engine 6-E、Supervisor Engine 6L-E、Supervisor Engine 7-E、および Supervisor Engine 7L-E で
は、RA ガードの統計情報をハードウェアで収集できないことがあります。その場合は、エラー 
メッセージが表示されます。

show ipv6 snooping counters インターフェイス コマンドは、推定カウンタを表示します。

（注） Cisco IOS Release 15.0(2)SG 以降、ポート単位 RA ガード ACL の統計情報がサポートされ、

show ipv6 snooping counters インターフェイス コマンドを入力すると表示されます。（このリ

リースよりも前では、show ipv6 first-hop counters インターフェイス コマンドを入力しま

す）。
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IPv6 のサポート

この章では、Catalyst 4500 および Catalyst 4900 シリーズ スイッチでサポートされる IP バージョン 6
（IPv6）機能を示します。

IPv6 for Cisco IOS ソフトウェア機能のマニュアルには、Cisco IOS ソフトウェアでサポートされてい

る IPv6 機能の実装およびコマンド リファレンスの情報が記載されています。すべての IPv6 機能が 
Catalyst 4500 および Catalyst 4900 シリーズ スイッチ上でサポートされているわけではありません。他

の IPv6 for Cisco IOS ソフトウェア機能のマニュアルを読む前に、この章を通して読んでおくことを強

く推奨します。

『Cisco IOS IPv6 Configuration Guide』は、次の Web サイトにあります。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipv6/configuration/guide/12_4/ipv6_12_4_book.html 

『Cisco IOS IPv6 Command Reference』は、次の Web サイトにあります。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipv6/command/reference/ipv6_book.html 

この章で説明する内容は、次のとおりです。

• 「機能情報の確認」（P.52-1）

• 「About IPv6」（P.52-1）

• 「IPv6 デフォルト ステート」（P.52-7）

機能情報の確認
プラットフォームのサポート、および Cisco IOS、Catalyst OS ソフトウェア イメージのサポートに関

する情報を検索するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、

http://tools.cisco.com/ITDIT/CFN/ からアクセスできます。Cisco.com のアカウントは不要です。

About IPv6 
IPv6 は、エンドツーエンドのセキュリティ、Quality of Service（QoS）、グローバルに一意なアドレス

などのサービスを提供します。IPv6 アドレス スペースによって、プライベート アドレスの必要性が低

下し、ネットワーク エッジの境界ルータで Network Address Translation（NAT; ネットワーク アドレ

ス変換）処理を行う必要性も低下します。

シスコの IPv6 の実装方法については、次の URL を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6553/products_ios_technology_home.html

ここでは、IPv6 でサポートされる機能について説明します。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipv6/configuration/guide/12_4/ipv6_12_4_book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipv6/command/reference/ipv6_book.html
http://tools.cisco.com/ITDIT/CFN/
http://tools.cisco.com/ITDIT/CFN/
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6553/products_ios_technology_home.html
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• 「IPv6 のアドレッシングと基本接続」（P.52-2）

• 「DHCP」（P.52-3）

• 「セキュリティ」（P.52-3）

• 「QoS」（P.52-3）

• 「管理」（P.52-4）

• 「Multicast」（P.52-4）

• 「スタティック ルート」（P.52-5）

• 「ファーストホップ冗長プロトコル」（P.52-5）

• 「ユニキャスト ルーティング」（P.52-5）

• 「トンネリング」（P.52-7）

IPv6 のアドレッシングと基本接続 
スイッチがサポートするのは、IPv6 ユニキャスト アドレスだけです。サイトローカルなユニキャスト 
アドレスまたはマルチキャスト アドレスはサポートされません。

IPv6 の 128 ビット アドレスは、コロンで区切られた一連の 8 つの 16 進フィールド（n:n:n:n:n:n:n:n 
の形式）で表されます。次に、IPv6 アドレスの例を示します。

2031:0000:130F:0000:0000:09C0:080F:130B

各フィールド内の先行ゼロは省略可能です。省略した方が実装は容易になります。次に、先行ゼロを省

略した同じアドレスを示します。

2031:0:130F:0:0:9C0:80F:130B

2 つのコロン（::）を使用して、ゼロが連続する 16 進フィールドを表すことができます。ただし、この

短縮形を使用できるのは、各アドレス内で 1 回のみです。

2031:0:130F::09C0:080F:130B

スイッチは、次の機能をサポートしています。

• IPv6 アドレス タイプ：エニーキャスト

• IPv6 デフォルト ルータ プリファレンス

• IPv6 MTU パス ディスカバリ

• ネイバー探索重複アドレス検出

• Cisco Discovery Protocol：ネイバー情報に対する IPv6 アドレス ファミリ サポート

• ICMPv6 リダイレクト

• ICMP レート制限

• IPv6 トランスポート上での DNS ルックアップ

• uRPF

• ICMPv6

• IPv4 トランスポート上での AAAA DNS ルックアップ

これらの機能については、次の URL を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipv6/configuration/guide/ip6-addrg_bsc_con.html

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipv6/configuration/guide/ip6-addrg_bsc_con.html


 

52-3
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-25340-01-J

第 52 章      IPv6 のサポート

About IPv6

DHCP

次の DHCP 機能が、Catalyst 4500 シリーズ スイッチ上の IPv6 に対してサポートされます。

• リレー エージェント

• プレフィックス委任に関するリレー エージェント通知

• リロード永続インターフェイス ID オプション

• イーサネット リモート ID オプション

• ステートレス自動設定

これらの機能については、次の URL を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipv6/configuration/guide/ip6-dhcp.html

セキュリティ

次のセキュリティ機能が、Catalyst 4500 シリーズ スイッチ上の IPv6 に対してサポートされます。

• IPv6 でのセキュア シェル（SSH）のサポート

• トラフィック フィルタ 

• 標準アクセス コントロール リスト（ACL）

• 拡張アクセス コントロール リスト 

• ACL アカウンティング

• ACL アドレッシング

• ACL DSCP

• ACL フラグ

• ACL フロー

• ACL フラグメント

• ACL ICMP コード

• ACL のロギング

• ACL プロトコル

これらの機能については、次の URL を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipv6/configuration/guide/ip6-sec_trfltr_fw.html

QoS 

次の QoS 機能が、Catalyst 4500 シリーズ スイッチ上の IPv6 に対してサポートされます。

• MQC パケット分類

• MQC トラフィック シェーピング

• MQC トラフィック ポリシング

• MQC パッキングのマーキングおよびリマーキング

• キューイング

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipv6/configuration/guide/ip6-dhcp.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipv6/configuration/guide/ip6-sec_trfltr_fw.html
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これらの機能については、次の URL を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipv6/configuration/guide/ip6-qos.html

管理 
次の管理機能が、Catalyst 4500 シリーズ スイッチ上の IPv6 に対してサポートされます。

• ping

• Syslog

• Netconf のサポート

• SNMP 

• SOAP

• HTTP(s)

これらの機能については、次の URL を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipv6/configuration/guide/ip6-mng_apps.html

Multicast 

従来の IP 通信では、ホストはパケットを単一のホスト（ユニキャスト伝送）またはすべてのホスト

（ブロードキャスト伝送）に送信できます。IPv6 マルチキャストでは、ホストから単一データ ストリー

ムをすべてのホストのサブネットに同時に送信する（グループ伝送）ことができます。

次のマルチキャスト機能が、Catalyst 4500 シリーズ スイッチ上の IPv6 に対してサポートされます。

• Multicast Listener Discovery（MLD; マルチキャスト リスナー検出）プロトコルのバージョン 1 と 
2

IPv6 MLD スヌーピングについては、次の URL を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst4500/12.2/53SG/configuration/mldsnoop.ht
ml

• PIM スパース モード（PIM-SM）

• PIM Source Specific Multicast（PIM-SSM）

• スコープ境界

• MLD アクセス グループ

• PIM での埋め込みランデブー ポイント（RP）のサポート

• スタティック マルチキャスト ルーティング（mroute）

• 受信側の明示的トラッキング

• Bootstrap router（BSR; ブートストラップ ルータ）

• MLD スヌーピング

これらの機能については、次の URL を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipv6/configuration/guide/ip6-multicast.html

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipv6/configuration/guide/ip6-qos.html
http://tacoma.cisco.com/en/US/docs/ios/ipv6/configuration/guide/ip6-mng_apps.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst4500/12.2/53SG/configuration/mldsnoop.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipv6/configuration/guide/ip6-multicast.html
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スタティック ルート

ネットワーキング デバイスは、手動で設定された、または、ルーティング プロトコルを使用して動的

に学習されたルート情報を使用してパケットを転送します。スタティック ルートは、手動で設定され、

2 つのネットワーク デバイス間の明示パスを定義します。ダイナミック ルーティング プロトコルとは

異なり、スタティック ルートは動的に更新されず、ネットワーク トポロジが変更された場合は手動で

再設定する必要があります。スタティック ルートを使用する利点は、セキュリティが高まり、リソー

スが効率化されることです。スタティック ルートでは、ダイナミック ルーティング プロトコルよりも

少ない帯域幅を使用し、ルートの計算および通信に CPU サイクルが使用されません。スタティック 
ルートを使用する場合の主なデメリットは、ネットワーク トポロジが変更された場合に自動的に再設

定されないことです。

スタティック ルートはダイナミック ルーティング プロトコルに再配布できますが、ダイナミック ルー

ティング プロトコルによって生成されたルートは、スタティック ルーティング テーブルに再配布でき

ません。スタティック ルートを使用するルーティング ループの設定を回避するアルゴリズムはありま

せん。

スタティック ルートは、外部ネットワークへのパスが 1 つしかない小規模ネットワークでは有用です。

また、大規模ネットワークの場合は、より厳格な制御が必要な、他のネットワークへの特定のタイプの

トラフィックやリンクにセキュリティを提供します。一般に、大半のネットワークでは、ダイナミック 
ルーティング プロトコルを使用してネットワーキング デバイス間の通信を行いますが、特殊なケース

用として 1 つまたは 2 つのスタティック ルートを設定している場合があります。

スタティック ルートの詳細については、次の URL を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipv6/configuration/guide/ip6-stat_routes.html

ファーストホップ冗長プロトコル

IPv6 ルーティング プロトコルは、ルータ間の復元力とフェールオーバーを提供します。ただし、ホス

トとファーストホップ ルータ間のパスで障害が発生した場合は、First-Hop Redundancy Protocol
（FHRP）によって、ホスト /ルータ間の回復力とフェールオーバーが保証されます。

Hot Standby Router Protocol（HSRP）は、ゲートウェイで障害が発生した場合にデータ トラフィック

を保護します。

First-Hop Redundancy Protocol（FHRP）の詳細については、次の URL を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipv6/configuration/guide/ip6-fhrp.html

ユニキャスト ルーティング 
次のセクションで、スイッチでサポートされている IPv6 ユニキャスト ルーティング プロトコル機能に

ついて説明します。

• 「RIP」（P.52-6）

• 「OSPF」（P.52-6）

• 「EIGRP」（P.52-6）

• 「IS-IS」（P.52-6）

• 「マルチプロトコル BGP」（P.52-6）

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipv6/configuration/guide/ip6-stat_routes.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipv6/configuration/guide/ip6-fhrp.html
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RIP 

IPv6 の Routing Information Protocol（RIP）は、ルーティング メトリックとしてホップ カウントを使

用するディスタンスベクトル プロトコルです。IPv6 アドレスとプレフィックスのサポートと、全 RIP 
ルータ マルチキャスト グループ アドレス FF02::9 を RIP アップデート メッセージの宛先アドレスとし

て使用する機能などがあります。

RIP の詳細については、次の URL を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipv6/configuration/guide/ip6-rip.html

OSPF 

IP サービス フィーチャ セットを実行中のスイッチは、IPv6 の Open Shortest Path First（OSPF）（IP 
のリンクステート プロトコル）をサポートします。

OSPF の詳細については、次の URL を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipv6/configuration/guide/ip6-ospf.html

EIGRP

IP サービス フィーチャ セットを実行中のスイッチは、IPv6 の Enhanced Interior Gateway Routing 
Protocol（EIGRP）をサポートします。IPv6 の EIGRP は稼働するインターフェイス上で設定されるた

め、グローバルな IPv6 アドレスは不要です。

EIGRP IPv6 インスタンスでは、実行する前に暗示的または明示的なルータ ID が必要です。暗示的な

ルータ ID はローカルの IPv4 アドレスを基にして作成されるため、すべての IPv4 ノードには常に使用

可能なルータ ID があります。ただし、EIGRP IPv6 は IPv6 ノードだけが含まれるネットワークで稼働

するため、使用可能な IPv4 ルータ ID がない場合があります。

EIGRP の詳細については、次の URL を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipv6/configuration/guide/ip6-eigrp.html

IS-IS

Intermediate System-to-Intermediate System（IS-IS）は、ネットワーク全体にリンクステート情報を

アドバタイズしてネットワーク トポロジの全体像を作成する Interior Gateway Protocol（IGP; 内部

ゲートウェイ プロトコル）です。IS-IS は、中継システムをレベル 1 またはレベル 2 デバイスとして指

定する Open Systems Interconnection（OSI; オープン システム インターコネクション）階層型ルー

ティング プロトコルです。レベル 2 デバイスは、レベル 1 エリア間でルーティングを実行してドメイ

ン内ルーティング バックボーンを作成します。統合 IS-IS は、1 つのルーティング アルゴリズムを使用

して複数のネットワーク アドレス ファミリ（IPv6、IPv4、OSI など）をサポートします。

IS-IS の詳細については、次の URL を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipv6/configuration/guide/ip6-is-is.html

マルチプロトコル BGP

マルチプロトコル ボーダー ゲートウェイ プロトコル（BGP）は、主に、独立したルーティング ポリ

シーを含む別のルーティング ドメイン（自律システム）を接続するために使用されます。BGP の一般

的な用途は、サービス プロバイダーに接続してインターネットにアクセスすることです。BGP は、自

律システム内部で使用することもでき、internal BGP（iBGP; 内部 BGP）と呼ばれています。マルチ

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipv6/configuration/guide/ip6-rip.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipv6/configuration/guide/ip6-ospf.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipv6/configuration/guide/ip6-eigrp.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipv6/configuration/guide/ip6-is-is.html
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プロトコル BGP は、複数のネットワーク層プロトコル アドレス ファミリ（IPv6 アドレス ファミリな

ど）、および IP マルチキャスト ルートに関するルーティング情報を伝送する拡張 BGP です。すべての 
BGP コマンドおよびルーティング ポリシー機能は、マルチプロトコル BGP で使用できます。

マルチプロトコル BGP の詳細については、次の URL を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipv6/configuration/guide/ip6-mptcl_bgp.html

トンネリング 
次のトンネリング機能が、Catalyst 4500 シリーズ スイッチ上の IPv6 に対してサポートされます。

• 自動 6to4

• ISATAP

• 設定済みトンネル

（注） トンネリングは、ハードウェアでサポートされず、ソフトウェアでサポートされます。

これらの機能については、次の URL を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipv6/configuration/guide/ip6-tunnel.html

IPv6 デフォルト ステート
表 52-1 に、IPv6 設定のデフォルト ステートを示します。

表 52-1 IPv6 のデフォルト設定

機能 デフォルト設定

IPv6 ルーティング すべてのインターフェイスでグローバルにディセーブル

CEFv6 または 
dCEFv6

ディセーブル（IPv4 CEF および dCEF はデフォルトでイネーブル）

（注） IPv6 ルーティングがイネーブルの場合、CEFv6 および dCEF6 は自動

的にイネーブル

IPv6 アドレス 未設定

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipv6/configuration/guide/ip6-mptcl_bgp.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipv6/configuration/guide/ip6-tunnel.html
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53
ポート ユニキャストおよびマルチキャスト フ
ラッディング ブロック

この章では、Catalyst 4000 ファミリ スイッチ上でマルチキャストおよびユニキャスト フラッディング 
ブロックを設定する方法について説明します。この章の内容は、次のとおりです。

• 「フラッディング ブロックについて」（P.53-1）

• 「ポート ブロッキングの設定」（P.53-2）

（注） この章で使用するスイッチ コマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL で『Cisco 
Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』と関連資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products//hw/switches/ps4324/index.html

『Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』に掲載されていないコマンドについては、より詳

細な Cisco IOS ライブラリを参照してください。次の URL でCisco IOS コマンド リファレンスと関連

資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html

フラッディング ブロックについて
MAC アドレスが期限切れになるか、スイッチによって学習されなかったために、不明のユニキャスト

またはマルチキャスト トラフィックがスイッチ ポートにフラッディングすることがあります。（この状

態は、特にプライベート VLAN（PVLAN）独立ポートでは望ましくありません）。ポートにユニキャ

ストおよびマルチキャスト トラフィックがフラッディングしないようにするには、switchport block 
unicast および switchport block multicast コマンドを使用して、スイッチでのフラッディング ブロッ

クをイネーブルにします。

（注） フラッディング ブロック機能は、すべてのスイッチド ポート（PVLAN ポートを含む）でサポートさ

れ、ポートが転送するすべての VLAN に適用されます。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html
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ポート ブロッキングの設定
デフォルトでは、スイッチは不明の宛先 MAC アドレスを持つパケットをすべてのポートにフラッディ

ングします。不明のユニキャストおよびマルチキャスト トラフィックがスイッチ ポートに転送される

場合、セキュリティ問題が生じる可能性があります。このようなトラフィックの転送を防ぐために、不

明のユニキャストまたはマルチキャスト パケットをブロックするようにポートを設定できます。

（注） ユニキャストまたはマルチキャスト トラフィックのブロックは、スイッチ ポート上で自動的にはイ

ネーブルになりません。明示的に設定する必要があります。

インターフェイスでのフラッディング トラフィックのブロッキング

（注） 有効なインターフェイスは、物理インターフェイス（たとえば、GigabitEthernet 1/1）または 
EtherChannel グループ（port-channel 5 など）です。ポート チャネルのマルチキャストまたはユニ

キャスト トラフィックをブロックすると、ポート チャネル グループのすべてのポートでブロックされ

ます。

（注） Cisco IOS Release 12.2(52)SG から、IPV4 および IPv6 の不明なマルチキャスト トラフィック フラッ

ディングだけがブロックされます。レイヤ 2 の不明なマルチキャスト フラッディングはブロックされ

ません。この動作は、ポート上の不明なマルチキャスト フラッディングのブロックを設定すると、

ポートへのブロードキャスト トラフィックもブロックされるという問題の解決によるものです。

インターフェイスへのマルチキャストおよびユニキャスト パケットのフラッディングをディセーブル

にするには、次の作業を行います。

次に、ギガビット イーサネット インターフェイス 1/1 上でユニキャストおよびマルチキャスト フラッ

ディングをブロックし、設定を確認する例を示します。

Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)# interface gigabitethernet1/1
Switch(config-if)# switchport block multicast

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# interface interface-id インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始し、ス

イッチ ポート インターフェイスのタイプおよび番号を入力しま

す（たとえば、GigabitEthernet 1/1）。

ステップ 3 Switch(config-if)# switchport block 
multicast

ポートへの不明マルチキャストの転送をブロックします。

ステップ 4 Switch(config-if)# switchport block unicast ポートへの不明ユニキャストの転送をブロックします。

ステップ 5 Switch(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 Switch# 
show interface interface-id switchport

入力を確認します。

ステップ 7 Switch# copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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Switch(config-if)# switchport block unicast
Switch(config-if)# end
Switch# show interface gigabitethernet1/1 switchport
Name: Gi1/3
Switchport: Enabled

<output truncated>

Port Protected: On
Unknown Unicast Traffic: Not Allowed
Unknown Multicast Traffic: Not Allowed

Broadcast Suppression Level: 100
Multicast Suppression Level: 100
Unicast Suppression Level: 100 

ポート上での通常の転送の再開

ポート上で通常の転送を再開するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# interface 
interface-id

インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始し、スイッチ 
ポート インターフェイスのタイプおよび番号を入力します

（GigabitEthernet 1/1）。

ステップ 3 Switch(config-if)# no switchport 
block multicast

ポートへの不明マルチキャストのフラッディングをイネーブルにしま

す。

ステップ 4 Switch(config-if)# no switchport 
block unicast

ポートへの不明ユニキャストのフラッディングをイネーブルにします。

ステップ 5 Switch(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 Switch# show interface interface-id 
switchport

入力を確認します。

ステップ 7 Switch# copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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ストーム制御の設定

この章では、Catalyst 4500 シリーズ スイッチ上でポートベースのトラフィック制御を設定する方法に

ついて説明します。

この章で説明する内容は、次のとおりです。

• 「ストーム制御について」（P.54-1）

• 「ブロードキャスト ストーム制御のイネーブル化」（P.54-3）

• 「マルチキャスト ストーム制御のイネーブル化」（P.54-4）

• 「ブロードキャスト ストーム制御のディセーブル化」（P.54-5）

• 「マルチキャスト ストーム制御のディセーブル化」（P.54-5）

• 「ストーム制御の表示」（P.54-6）

（注） この章で使用するスイッチ コマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL で『Cisco 
Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』と関連資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products//hw/switches/ps4324/index.html

『Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』に掲載されていないコマンドについては、より詳

細な Cisco IOS ライブラリを参照してください。次の URL でCisco IOS コマンド リファレンスと関連

資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html

ストーム制御について
ここでは、次の内容について説明します。

• 「ハードウェアベースのストーム制御実装」（P.54-2）

• 「ソフトウェアベースのストーム制御実装」（P.54-2）

ストーム制御は、LAN インターフェイスがブロードキャスト ストームによって混乱しないようにしま

す。ブロードキャスト ストームは、ブロードキャスト パケットがサブネットにフラッディングすると

発生し、過剰なトラフィックが生み出され、ネットワーク パフォーマンスを低下させます。プロトコ

ルスタック実装またはネットワーク設定のエラーが、ブロードキャスト ストームの原因になります。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html
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ストーム制御について

ハードウェアベースのストーム制御実装

ブロードキャスト抑制は、サブネット上でのブロードキャスト アクティビティを 1 秒のインターバル

で測定し、その測定結果をあらかじめ定義されたしきい値と比較するフィルタリングを使用します。し

きい値に達した場合、以降のブロードキャスト アクティビティが一定時間だけ抑制されます。ブロー

ドキャスト抑制は、デフォルトではディセーブル設定にされています。

図 54-1 は、一定時間における LAN インターフェイスのブロードキャスト トラフィック パターンを示

します。この例では、T1 と T2、および T4 と T5 の間にブロードキャスト抑制が行われています。こ

れらの間では、ブロードキャスト トラフィックの量が、設定されたしきい値超えているためです。

図 54-1 ストーム制御の例：ハードウェアベースの実装

ブロードキャスト抑制しきい値とタイム インターバルの組み合わせによって、ブロードキャスト抑制

アルゴリズムをさまざまなレベルで機能させることができます。しきい値が高いほど、通過できるブ

ロードキャスト パケット数が多くなります。

Catalyst 4500 シリーズ スイッチのブロードキャスト抑制は、ハードウェアに実装されています。LAN 
インターフェイスからスイッチング バスへ流れるパケットは抑制回路でモニタリングされます。パ

ケットの宛先アドレスがブロードキャストの場合、ブロードキャスト抑制回路は、1 秒のインターバル

内の現在のブロードキャスト数を追跡します。この値がしきい値に達すると、以降のブロードキャスト 
パケットは排除されます。

ハードウェアによるブロードキャスト抑制では、ブロードキャスト アクティビティの測定に帯域幅

ベースの方式が使用されるため、ブロードキャスト トラフィックが使用できる総帯域幅に対する割合

の設定が、実装上の も重要な要素になります。パケットは均等な間隔で着信するわけではないため、

ブロードキャスト アクティビティが測定される 1 秒のインターバルによって、ブロードキャスト抑制

の動作が影響を受ける場合があります。

ソフトウェアベースのストーム制御実装

ストーム制御がインターフェイス上でイネーブルに設定されている場合、スイッチはインターフェイス

上で受信されるパケットをモニタリングし、パケットがブロードキャストかどうかを判別します。ス

イッチは、1 秒のインターバルで受信されるブロードキャスト パケット数をモニタリングします。イン

ターフェイスしきい値に到達すると、インターフェイス上のすべての着信データ トラフィックがド

ロップされます。このしきい値は、ブロードキャスト トラフィックが使用できる総帯域に対する割合

として指定されます。下限しきい値が指定されている場合、着信トラフィックがそのしきい値を下回る

とすぐにすべてのデータ トラフィックが転送されます。

0 T1 T2 T4 T5 S
57

06

T3
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ブロードキャスト ストーム制御のイネーブル化

ブロードキャスト ストーム制御のイネーブル化
ストーム制御をイネーブルにするには、次の作業を行います。

次に、インターフェイス上でストーム制御をイネーブルにする例を示します。

Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)# interface fa3/1
Switch(config-if)# storm-control broadcast level 50
Switch(config-if)# end

Switch# show storm-control
Interface  Filter State   Broadcast Multicast Level
---------  -------------  --------- --------- -----
Fi3/1      Forwarding     Enabled   Disabled  50.00% 

Switch# show int fa2/1 capabilities
FastEthernet2/1
  Model:                 WS-X4148-RJ45V-RJ-45
  Type:                  10/100BaseTX
  Speed:                 10,100,auto
  Duplex:                half,full,auto
  Auto-MDIX:             no

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# interface interface-id インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始し、設定

するポートを入力します。

ステップ 3 Switch(config-if)# storm-control 
broadcast level [high level]

ブロードキャスト ストーム制御を設定します。

ブロードキャスト トラフィックの上限しきい値レベルを指定しま

す。ストーム制御のアクションは、トラフィック使用率がこのレベ

ルに達すると実行されます。

（任意）下限しきい値レベルを指定します。ソフトウェアベースの

抑制をサポートするインターフェイスのトラフィックがこのレベル

を下回ると、（アクションがフィルタリングの場合）通常の伝送が

再開されます。

（注） ハードウェアベースの抑制を実行するポートでは、下限し

きい値が無視されます。

ステップ 4 Switch(config-if)# storm-control action 
{shutdown | trap}

ストーム検出時に実行するアクションを指定します。

デフォルトでは、ブロードキャスト トラフィックが排除され、ト

ラップは送信されません。

shutdown キーワードは、ストーム時にポートを errdisable ステー

トにします。回復インターバルが設定されていない場合、ポートは

シャットダウン ステートのままです。

ステップ 5 Switch(config-if)# exit コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 6 Switch(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 7 Switch# show storm-control [interface] 
broadcast

抑制されたパケット数を表示します。

ステップ 8 Switch# copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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マルチキャスト ストーム制御のイネーブル化

  Trunk encap. type:     802.1Q
  Trunk mode:            on,off,desirable,nonegotiate
  Channel:               yes
  Broadcast suppression: percentage(0-100), hw
  Multicast suppression: percentage(0-100), hw
  Flowcontrol:           rx-(none),tx-(none)
  VLAN Membership:       static, dynamic
  Fast Start:            yes
  CoS rewrite:           yes
  ToS rewrite:           yes
  Inline power:          yes (Cisco Voice Protocol)
  SPAN:                  source/destination
  UDLD:                  yes
  Link Debounce:         no
  Link Debounce Time:    no
  Port Security:         yes
  Dot1x:                 yes
  Maximum MTU:           1552 bytes (Baby Giants)
  Multiple Media Types:  no
  Diagnostic Monitoring: N/A

マルチキャスト ストーム制御のイネーブル化
Catalyst 4900M、Catalyst 4948E、Supervisor Engine 6-E、Supervisor Engine 6L-E、Supervisor 
Engine 7-E、および Supervisor Engine 7L-E は、インターフェイス単位のマルチキャスト抑制をサポー

トしています。これにより、着信マルチキャストおよびブロードキャスト トラフィックにインター

フェイス レベルの抑制を適用できます。

（注） マルチキャスト抑制およびブロードキャスト抑制は、インターフェイスごとに共通のしきい値を共有し

ます。マルチキャスト抑制は、ブロードキャスト抑制がイネーブルになっている場合のみ有効になりま

す。インターフェイス上でブロードキャスト抑制をディセーブルにすると、マルチキャスト抑制もディ

セーブルになります。マルチキャスト抑制は、ブロードキャスト抑制がイネーブルになっている場合の
み有効になります。インターフェイス上でブロードキャスト抑制をディセーブルにすると、マルチキャ

スト抑制もディセーブルになります。

マルチキャスト抑制をイネーブルにするには、次の作業を行います。

次に、ブロードキャスト抑制がイネーブルであるポート上で、マルチキャスト抑制をイネーブルにする

例を示します。

Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# interface interface-id インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始し、設

定するポートを入力します。

ステップ 3 Switch(config-if)# storm-control 
broadcast include multicast

マルチキャスト抑制をイネーブルにします。

ステップ 4 Switch(config-if)# exit コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 5 Switch(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 Switch# show storm-control 設定を確認します。
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ブロードキャスト ストーム制御のディセーブル化

Switch(config)# int fa3/1
Switch(config-if)# storm-control broadcast include multicast
Switch(config-if)# end
Switch#
Switch# show storm-control
Interface  Filter State   Broadcast Multicast Level
---------  -------------  --------- --------- -----
Fi3/1      Forwarding     Enabled   Enabled   50.00%

ブロードキャスト ストーム制御のディセーブル化
ストーム制御をディセーブルにするには、次の作業を行います。

次に、インターフェイス上でストーム制御をディセーブルにする例を示します。

Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)# int fa3/1
Switch(config-if)# no storm-control broadcast level 
Switch(config-if)# end

Switch# show storm-control
Interface Filter State Broadcast Multicast Level
--------- ------------- --------- --------- -----
Switch#

マルチキャスト ストーム制御のディセーブル化
マルチキャスト抑制をディセーブルにするには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# interface interface-id インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始し、

設定するポートを入力します。

ステップ 3 Switch(config-if)# no storm-control 
broadcast level 

ポートのストーム制御をディセーブルにします。

ステップ 4 Switch(config-if)# no storm-control action 
{shutdown | trap}

指定されたストーム制御のアクションをディセーブルにし、

デフォルトのフィルタ アクションに戻します。

ステップ 5 Switch(config-if)# exit コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 6 Switch(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 7 Switch# show storm-control broadcast 入力を確認します。

ステップ 8 Switch# copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存しま

す。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# [no] storm-control 
broadcast include multicast

マルチキャスト抑制をイネーブルおよびディセーブルにします。
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ストーム制御の表示

ストーム制御の表示

（注） インターフェイス上でサポートされているストーム制御のモードを確認するには、show interface 
capabilities コマンドを使用します。

次に、ソフトウェア（sw）でブロードキャスト抑制をサポートするインターフェイスの例を示します。

Switch# show int fa2/1 capabilities
FastEthernet2/1
  Model:                 WS-X4148-RJ45V-RJ-45
  Type:                  10/100BaseTX
  Speed:                 10,100,auto
  Duplex:                half,full,auto
  Auto-MDIX:             no
  Trunk encap. type:     802.1Q
  Trunk mode:            on,off,desirable,nonegotiate
  Channel:               yes
  Broadcast suppression: percentage(0-100), hw
  Multicast suppression: percentage(0-100), hw
  Flowcontrol:           rx-(none),tx-(none)
  VLAN Membership:       static, dynamic
  Fast Start:            yes
  CoS rewrite:           yes
  ToS rewrite:           yes
  Inline power:          yes (Cisco Voice Protocol)
  SPAN:                  source/destination
  UDLD:                  yes
  Link Debounce:         no
  Link Debounce Time:    no
  Port Security:         yes
  Dot1x:                 yes
  Maximum MTU:           1552 bytes (Baby Giants)
  Multiple Media Types:  no
  Diagnostic Monitoring: N/A

（注） 廃棄パケット数を表示するには、show interfaces counters storm-control コマンドを使用します。

Switch# show interfaces counters storm-control
Port         Broadcast   Multicast           Level    TotalSuppressedPackets
Fa2/1          Enabled    Disabled          10.00%              46516510
Gi3/1          Enabled     Enabled          50.00%                     0

Switch# show storm-control
Interface  Filter State   Broadcast Multicast Level
---------  -------------  --------- --------- -----
Fa2/1      Blocking       Enabled   Disabled   10.00%   
Gi3/1      Link Down      Enabled   Enabled    50.00% 

ステップ 3 Switch(config-if)# no storm-control 
broadcast level

ポート ストーム制御（ブロードキャストおよびマルチキャスト）

をディセーブルにします。

ステップ 4 Switch(config-if)# end コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 5 Switch(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

コマンド 目的
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SPAN および RSPAN の設定

この章では、Catalyst 4500 シリーズ スイッチ上でスイッチド ポート アナライザ（SPAN）とリモート 
SPAN（RSPAN）を設定する方法について説明します。SPAN は、SwitchProbe デバイスまたはその他

のリモート モニタリング（RMON）プローブなどのネットワーク アナライザによる解析用に、ネット

ワーク トラフィックを選択します。

この章の内容は、次のとおりです。

• 「SPAN と RSPAN について」（P.55-1）

• 「SPAN の設定」（P.55-8）

• 「CPU ポートのスニッフィング」（P.55-12）

• 「カプセル化の設定」（P.55-14）

• 「入力パケット」（P.55-14）

• 「アクセス リスト フィルタリング」（P.55-15）

• 「パケット タイプ フィルタリング」（P.55-17）

• 「設定例」（P.55-18）

• 「RSPAN の設定」（P.55-18）

• 「SPAN および RSPAN のステータス表示」（P.55-27）

（注） この章で使用するスイッチ コマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL で『Cisco 
Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』と関連資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products//hw/switches/ps4324/index.html

『Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』に掲載されていないコマンドについては、より詳

細な Cisco IOS ライブラリを参照してください。次の URL で『Catalyst 4500 Series Switch Cisco IOS 
Command Reference』と関連資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html

SPAN と RSPAN について
ここでは、次の内容について説明します。

• 「SPAN と RSPAN の概念および用語」（P.55-4）

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html
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SPAN と RSPAN について

• 「SPAN と RSPAN のセッション限度」（P.55-7）

• 「SPAN および RSPAN のデフォルト設定」（P.55-7）

SPAN は、任意の VLAN 上の 1 つまたは複数の送信元インターフェイスからのトラフィック、または 
1 つまたは複数の VLAN から宛先インターフェイスへのトラフィックを解析するためにミラーリング

します。図 55-1 では、イーサネット インターフェイス 5（送信元インターフェイス）上のすべてのト

ラフィックが、イーサネット インターフェイス 10 にミラーリングされます。イーサネット インター

フェイス 10 のネットワーク アナライザは、イーサネット インターフェイス 5 に物理的に接続していな

くても、このインターフェイスからのすべてのネットワーク トラフィックを受信できます。

SPAN を設定する場合、送信元インターフェイスと宛先インターフェイスは同一スイッチ上に存在して

いる必要があります。

SPAN は、送信元インターフェイス上のネットワーク トラフィックのスイッチングに影響を与えませ

ん。送信元インターフェイスが送受信したパケットのコピーは宛先インターフェイスに送信されます。

図 55-1 SPAN の設定例

RSPAN は、ネットワーク内の複数のスイッチのリモート モニタリングをイネーブルにすることによっ

て、SPAN を拡張します。各 RSPAN セッションのトラフィックは、ユーザが指定した RSPAN VLAN 
上で伝送されます。この RSPAN VLAN は、参加しているすべてのスイッチで RSPAN セッション専用

です。送信元からの SPAN トラフィックは、RSPAN VLAN にコピーされてから、トランク ポートを

介して転送されます。トランク ポートは、RSPAN VLAN をモニタリングする RSPAN 宛先セッション

に RSPAN VLAN を伝送します（図 55-2 を参照）。

図 55-2 RSPAN の設定例
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SPAN と RSPAN について

SPAN と RSPAN は、送信元ポートまたは送信元 VLAN 上でのネットワーク トラフィックのスイッチ

ングに影響しません。送信元によって送受信されたパケットのコピーは、宛先に送信されます。デフォ

ルトでは、SPAN または RSPAN セッションによって必要とされるトラフィックを除いて、宛先ポート

はトラフィックの送受信を行いません。

SPAN または RSPAN 宛先ポートを使用して、ネットワーク セキュリティ デバイスから送信されたト

ラフィックを転送できます。たとえば、Cisco Intrusion Detection System（IDS; 侵入検知システム）セ

ンサー装置を宛先ポートに接続した場合、IDS デバイスは TCP リセット パケットを送信して、疑わし

い攻撃者の TCP セッションを停止させることができます。
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SPAN と RSPAN の概念および用語

ここでは、SPAN と RSPAN の設定に関連する概念と用語について説明します。ここでは、次の内容に

ついて説明します。

• 「SPAN セッション」（P.55-4）

• 「トラフィック タイプ」（P.55-4）

• 「送信元ポート」（P.55-5）

• 「宛先ポート」（P.55-6）

• 「VSPAN」（P.55-6）

• 「SPAN トラフィック」（P.55-7）

SPAN セッション

ローカル SPAN セッションは、宛先ポートを送信元ポートに対応付けます。一連のまたは一定範囲の

ポートおよび送信元 VLAN の着信または発信トラフィックをモニタリングできます。RSPAN セッ

ションは、送信元ポートと送信元 VLAN をネットワーク上の RSPAN VLAN に対応付けます。宛先の

送信元は RSPAN VLAN です。

モニタ対象のネットワーク トラフィックの送信元を指定するパラメータを使用して、SPAN セッショ

ンを設定します。

個別のまたは重複する一連の SPAN 送信元を使用して、複数の SPAN または RSPAN セッションを設

定できます。スイッチド ポートおよびルーテッド ポートはいずれも、SPAN 送信元または宛先ポート

として設定できます。

RSPAN 送信元セッションは、SPAN 送信元ポートまたは VLAN を宛先 RSPAN VLAN に対応付けま

す。RSPAN 宛先セッションは、RSPAN VLAN を宛先ポートに対応付けます。

SPAN セッションは、スイッチの正常な動作を妨げません。ただし、SPAN の宛先がオーバーサブスク

ライブ型ポート（たとえば 100 Mbps ポートをモニタリングする 10 Mbps ポート）では、パケットがド

ロップされるか、失われる可能性があります。

ディセーブルのポート上に SPAN セッションを設定することはできますが、そのセッション用に宛先

ポートと少なくとも 1 つの送信元ポートまたは VLAN をイネーブルにしない限り、SPAN セッション

はアクティブになりません。

SPAN セッションは、システムの起動後に、宛先ポートが動作可能になるまでアクティブになりませ

ん。

トラフィック タイプ

SPAN セッションには、次のトラフィック タイプがあります。

• 受信（Rx）SPAN：受信（または入力）SPAN の目的は、スイッチが変更または処理を行う前に、

送信元インターフェイスまたは VLAN が受信したすべてのパケットをできる限り多くモニタリン

グすることです。送信元が受信した各パケットのコピーがその SPAN セッションに対応する宛先

ポートに送られます。1 つの SPAN セッションで、一連のまたは一定範囲の入力ポートまたは 
VLAN をモニタリングできます。

タグ付きパケット（スイッチ間リンク IEEE 802.1Q）では、タギングは入力ポートで削除されま

す。宛先ポートでは、タギングがイネーブルの場合、パケットは 802.1Q ヘッダー付きで表示され

ます。タギングが指定されていない場合、パケットはネイティブ形式で表示されます。
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ルーティングが原因で変更されたパケットは、Rx SPAN 用に変更されることなくコピーされます。

つまり、元のパケットがコピーされます。QoS（Quality of Service）が原因で変更されたパケット

（たとえば、変更済み DiffServ コード ポイント（DSCP））は、Rx SPAN 用に変更されずにコピー

されます。

受信処理中にパケットをドロップする可能性のある機能は、SPAN では無効です。実際の着信パ

ケットがドロップされた場合でも、宛先ポートはパケットのコピーを受信します。これらの機能に

は、標準および拡張 IP 入力 Access Control List（ACL; アクセス コントロール リスト）、ユニキャ

ストおよび入力側 QoS ポリシング用の標準および拡張 IP 出力 ACL、VLAN マップ、入力側 QoS 
ポリシング、Policy-Based Routing（PBR; ポリシーベース ルーティング）などがあります。パ

ケットのドロップを引き起こすスイッチ輻輳も、SPAN には影響しません。

• 送信（Tx）SPAN：送信（または出力）SPAN の目的は、スイッチによる変更または処理がすべて

実行されたあとに、送信元インターフェイスから送信されたすべてのパケットをできる限り多くモ

ニタリングすることです。パケットが変更されたあと、送信元から各パケットのコピーがその 
SPAN セッションに対応する宛先ポートに送信されます。1 つの SPAN セッションで一定範囲の出

力ポートをモニタできます。

ルーティングにより変更されたパケット（Time to Live（TTL; 存続可能時間）または MAC アドレ

スによる変更など）は、宛先ポートでも変更されます。QoS が原因で変更されたパケットは、

SPAN 送信元とは異なる DSCP（IP パケット）または CoS（IP 以外のパケット）を設定されるこ

とがあります。

送信処理中にパケットをドロップする可能性のある機能は、SPAN 用の重複されたコピーにも影響

を与えることがあります。このような機能には、VLAN マップ、マルチキャスト パケットに対応

する標準および拡張 IP 出力 ACL、出力側 QoS ポリシングがあります。出力 ACL の場合は、

SPAN 送信元がパケットをドロップすると、SPAN の宛先もパケットをドロップします。出力側 
QoS ポリシングの場合は、SPAN 送信元がパケットをドロップしても、SPAN 宛先はパケットをド

ロップするとは限りません。送信元ポートがオーバーサブスクライブ型である場合、宛先ポートは

別の廃棄動作を行います。

• 双方向：1 つの SPAN セッションで、一連の単一ポートまたは一定範囲のポートの受信パケットと

送信パケットを両方モニタリングできます。

送信元ポート 

送信元ポート（別名監視対象ポート）は、ネットワーク トラフィック分析のために監視するスイッチ

ド ポートまたはルーテッド ポートです。単一のローカル SPAN セッションまたは RSPAN 送信元セッ

ションで、受信（Rx）、送信（Tx）、または双方向（both）の送信元ポート トラフィックをモニタリン

グできます。スイッチは、任意の数の送信元ポート（スイッチで使用可能なポートの 大数まで）およ

び任意の数の送信元 VLAN をサポートしています。

送信元ポートの特性は、次のとおりです。

• すべてのポート タイプ（EtherChannel、ファスト イーサネット、ギガビット イーサネットなど）

が可能です。

• 複数の SPAN セッションでモニタできます。

• 宛先ポートにすることはできません。

• モニタする方向（入力、出力、または両方）を指定して、各送信元ポートを設定できます。

EtherChannel の送信元に設定する場合、モニタリングする方向はグループ内のすべての物理ポー

トに適用されます。

• 送信元ポートは同じ VLAN にあっても異なる VLAN にあってもかまいません。

• VLAN の SPAN 送信元では、ソース VLAN のすべてのアクティブ ポートが送信元ポートとして含

まれます。
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トランク ポートを、送信元ポートとして設定できます。デフォルトでは、トランク上でアクティブな

すべての VLAN がモニタされます。VLAN フィルタリングを使用して、トランク送信元ポートでの 
SPAN トラフィックのモニタ対象を特定の VLAN に制限できます。選択された VLAN のスイッチド ト
ラフィックだけが宛先ポートに送信されます。この機能は、宛先 SPAN ポートに転送されたトラ

フィックだけに影響し、通常のトラフィックのスイッチングには影響を与えません。この機能は、

VLAN 送信元によるセッションでは許可されません。

宛先ポート

各ローカル SPAN セッションまたは RSPAN 宛先セッションには、送信元ポートおよび VLAN からの

トラフィックのコピーを受信する宛先ポート（別名モニタリング ポート）を設定する必要があります。

宛先ポートの特性は、次のとおりです。

• 送信元ポートと同じスイッチ上になければなりません（ローカル SPAN セッションの場合）。

• 任意のイーサネット物理ポートに指定できます。

• 同時に 1 つの SPAN セッションにしか参加できません。（ある SPAN セッションの宛先ポートは、

別の SPAN セッションの宛先ポートになることはできません）。

• 送信元ポートに指定することはできません。

• EtherChannel グループに指定することはできません。

• EtherChannel グループが SPAN 送信元として指定されている場合でも、EtherChannel グループに

割り当てられた物理ポートに指定できます。ポートは、SPAN 宛先ポートとして設定されている間

は、グループから削除されます。

• ラーニングがイネーブルに設定されていない限り、ポートは SPAN セッションが必要とするもの

を除いて、トラフィックの転送を行いません。ラーニングがイネーブルに設定されている場合、

ポートは、宛先ポート上で学習されたホストに向けられたトラフィックも伝送します。

• 入力トラフィック転送がネットワーク セキュリティ デバイスでイネーブルの場合、宛先ポートは

レイヤ 2 でトラフィックを転送します。

• SPAN セッションがアクティブな間は、スパニングツリーに参加しません。

• 宛先ポートである場合は、どのレイヤ 2 プロトコル（STP、VTP、CDP、DTP、PAgP）にも参加

しません。

• 任意の SPAN セッションの送信元 VLAN に所属する宛先ポートは、送信元リストから除外され、

モニタされません。

• 宛先ポートは、すべてのモニタ対象送信元ポートの、送受信されたトラフィックのコピーを受信し

ます。宛先ポートがオーバー サブ スクライブ型である場合、輻輳を起こす可能性があり、宛先

ポートでパケット ドロップが発生することがあります。この輻輳は送信元ポート トラフィックの

転送には影響しません。

VSPAN

VLAN ベースの SPAN（VSPAN）では、1 つまたは複数の VLAN のネットワーク トラフィックをモ

ニタできます。

VSPAN セッションでは、次の注意事項に従ってください。

• RSPAN VLAN 上のトラフィックは、VSPAN セッションではモニタされません。

• モニタ対象の VLAN 上のトラフィックだけが宛先ポートに送信されます。

• 宛先ポートが送信元 VLAN に所属する場合は、送信元リストから除外され、モニタされません。
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• ポートが送信元 VLAN に追加または削除されると、これらのポートで受信された送信元 VLAN の
トラフィックは、モニタ中の送信元に追加または削除されます。

• VLAN プルーニングと VLAN 許可リストは、SPAN モニタでは無効です。

• VSPAN がモニタリングするのはスイッチに入るトラフィックに限られ、VLAN 間でルーティング

されるトラフィックはモニタリングしません。たとえば、VLAN が受信でモニタされ、マルチレ

イヤ スイッチが別の VLAN からのトラフィックをモニタ対象の VLAN にルーティングする場合、

そのトラフィックはモニタ対象とはならず、SPAN 宛先ポート上で受信されません。

• VLAN 送信元と同じセッション内のフィルタ VLAN を使用することはできません。

• モニタできるのは、イーサネット VLAN だけです。

SPAN トラフィック

ローカル SPAN を使用すると、マルチキャスト パケットおよびブリッジ プロトコル データ ユニット

（BPDU）パケットをはじめ、Cisco Discovery Protocol（CDP）、VLAN トランク プロトコル（VTP）、
ダイナミック トランキング プロトコル（DTP）、スパニングツリー プロトコル（STP）、ポート集約プ

ロトコル（PAgP）の各パケットを含む、すべてのネットワーク トラフィックを監視できます。

RSPAN を使用してレイヤ 2 プロトコルをモニタすることはできません。詳細については、「RSPAN 設
定時の注意事項」（P.55-18）を参照してください）。

SPAN の設定によっては、同一送信元のパケットのコピーが複数、SPAN 宛先ポートに送信されます。

たとえば、送信元 a1 受信モニタおよび a2 受信 /送信モニタから宛先ポート d1 まで、双方向（受信と

送信の両方）SPAN セッションが設定されているとします。パケットが a1 からスイッチに入り、a2 へ
スイッチングされると、着信パケットおよび発信パケットの両方が宛先ポート d1 に送信されます。こ

のため、両方のパケットは同じものになります（レイヤ 3 書き換えが行われた場合には、付加されたレ

イヤ 3 情報のため異なるパケットになります）。

SPAN と RSPAN のセッション限度

大 16 個の SPAN/RSPAN セッションを設定することができます（入力専用送信元との 8 同時セッ

ションと出力専用送信元との 8 同時セッション）。双方向送信元は、入力と出力の両方として数えます。

RSPAN 宛先セッションは、入力側送信元を含むセッションとして数えます。

SPAN および RSPAN のデフォルト設定

表 55-1 に、SPAN および RSPAN のデフォルト設定を示します。

表 55-1 SPAN および RSPAN のデフォルト設定

機能 デフォルト設定

SPAN ステート ディセーブル。

モニタする送信元ポート トラフィック 受信トラフィックと送信トラフィックの両方（both）。

フィルタ すべての VLAN、すべてのパケット タイプ、すべての

アドレス タイプ。

カプセル化タイプ（宛先ポート） ネイティブ形式（カプセル化タイプ ヘッダーなし）。

入力転送（宛先ポート） ディセーブル。

ホスト学習（宛先ポート） ディセーブル。



55-8
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-25340-01-J

第 55 章      SPAN および RSPAN の設定

SPAN の設定

SPAN の設定
ここでは、SPAN を設定する方法について説明します。

• 「SPAN 設定時の注意事項および制約事項」（P.55-8）

• 「SPAN 送信元の設定」（P.55-9）

• 「SPAN 宛先の設定」（P.55-10）

• 「トランク インターフェイス上の送信元 VLAN のモニタリング」（P.55-10）

• 「設定例」（P.55-11）

• 「SPAN の設定の確認」（P.55-11）

（注） SPAN コンフィギュレーション コマンドを入力しても、すでに設定された SPAN パラメータはクリア

されません。設定済みの SPAN パラメータをクリアするには、no monitor session コマンドを入力する

必要があります。

SPAN 設定時の注意事項および制約事項

SPAN を設定する際、次の注意事項および制約事項に従ってください。

• ネットワーク アナライザを使用して、インターフェイスをモニタリングする必要があります。

• SPAN セッションでは、送信元 VLAN とフィルタ VLAN を混在させることはできません。送信元 
VLAN またはフィルタ VLAN を使用することはできますが、両方を同時には使用できません。

• EtherChannel インターフェイスを、SPAN 送信元インターフェイスにできますが、SPAN 宛先イン

ターフェイスにできません。

• 送信元インターフェイスを指定し、トラフィック タイプ（Tx、Rx、または both）を指定しなかっ

た場合、デフォルトで「both」が使用されます。both から「tx」または「rx」に変更するには、no 
monitor session {session_number} {source {interface interface_list | {vlan vlan_IDs | cpu [queue 
queue_ids] } {rx | tx} コマンドで、対応する他のタイプ「rx」または「tx」を設定解除します。

• 複数の SPAN 送信元インターフェイスを指定する場合、各インターフェイスはそれぞれ異なる 
VLAN に属していてもかまいません。

• no monitor session number コマンドを他のパラメータを指定せずに入力して、SPAN のセッショ

ン番号をクリアする必要があります。

• no monitor コマンドを実行すると、すべての SPAN セッションがクリアされます。

• SPAN 宛先は、スパニングツリー インスタンスに参加しません。SPAN はモニタ対象トラフィック

に BPDU を含みます。したがって、SPAN 宛先上で検出される BPDU は、SPAN 送信元からのも

のです。

• SPAN 宛先ポートは 1 セッションにつき 1 つに制限されています。

• SPAN セッションを作成すると、パケット フィルタが good に自動的に設定され、次のもう 1 つの

設定行が表示されます。

monitor session 1 filter packet-type good rx

monitor session 1 filter packet-type good rx コマンドを再入力します。
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SPAN 送信元の設定

SPAN セッションの送信元を設定するには、次の作業を行います。

次に、SPAN セッション 1 で、送信元ファスト イーサネット インターフェイス 5/1 からの双方向トラ

フィックをモニタリングするように設定する例を示します。

Switch(config)# monitor session 1 source interface fastethernet 5/1

コマンド 目的

Switch(config)# [no] monitor session 
{session_number} {source {interface 
interface_list | {vlan vlan_IDs | cpu 
[queue queue_ids] } [rx | tx | both]

SPAN セッション番号（1 ～ 6）、送信元インター

フェイス（FastEthernet または 
GigabitEthernet）、VLAN（1 ～ 4094）、CPU か
ら送受信されたトラフィックがセッションの宛先

にコピーされるかどうか、およびモニタリングす

るトラフィックの方向を指定します。

session_number には、この RSPAN セッション

で識別されるセッション番号を指定します（1 ～ 
6）。

interface-list には、モニタリングする送信元ポー

トを指定します。有効なインターフェイスには、

物理インターフェイスおよびポート チャネル論

理インターフェイス（port-channel 
port-channel-number）があります。

vlan_IDs には、送信元 VLAN を指定します。

queue_ids には、関連するキューを指定します。

（任意）[, | -] には、一連のまたは一定範囲のイン

ターフェイスを指定します。カンマのあとにはス

ペースを入れます。ハイフンの前後にはスペース

を 1 つ入れます。

（任意）モニタリングするトラフィックの方向を

指定します。トラフィックの方向を指定しない場

合、送信元インターフェイスは、送信（tx）と受

信（rx）の両方のトラフィックを送信します。追

加の送信元ポートは、受信トラフィックだけをモ

ニタリングします。

• rx：受信トラフィックをモニタリングしま

す。

• tx：送信トラフィックをモニタリングしま

す。

• both：送受信両方のトラフィック（双方向）

をモニタリングします。

キューは、番号または名前のどちらかによって識

別されます。キュー名には、便宜上、複数の番号

付けキューを組み入れることができます。

デフォルトの設定に戻すには、no キーワードを

使用します。
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次に、SPAN セッション内で送信元を異なる方向に設定する例を示します。

Switch(config)# monitor session 1 source interface fa2/3 rx
Switch(config)# monitor session 1 source interface fa2/2 tx
Switch(config)# 

SPAN 宛先の設定

SPAN セッションの宛先を設定するには、次の作業を行います。

（注） SPAN 宛先ポートは 1 セッションにつき 1 つに制限されています。

次に、SPAN セッション 1 の宛先として、ファスト イーサネット インターフェイス 5/48 を設定する例

を示します。

Switch(config)# monitor session 1 destination interface fastethernet 5/48

トランク インターフェイス上の送信元 VLAN のモニタリング

SPAN 送信元がトランク インターフェイスである場合、特定の VLAN をモニタリングするには、次の

作業を行います。

コマンド 目的

Switch(config)# [no] monitor session 
<session_number> destination interface 
<interface> [encapsulation {dot1q}] [ingress 
[vlan vlan_IDs] [learning}]

SPAN セッション番号（1 ～ 6）および宛先イ

ンターフェイスまたは VLAN を指定します。

session_number には、この RSPAN セッショ

ンで識別されるセッション番号を指定します 
（1 ～ 6）。

interface には、宛先インターフェイスを指定

します。

vlan_IDs には、宛先 VLAN を指定します。

デフォルトの設定に戻すには、no キーワード

を使用します。
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次に、SPAN 送信元がトランク インターフェイスである場合に、VLAN 1 ～ 5 および 9 をモニタリン

グする例を示します。

Switch(config)# monitor session 2 filter vlan 1 - 5 , 9

設定例

この章で説明したコマンドを使用して SPAN セッションを完全に設定する例、および設定を解除する

例を示します。送信元インターフェイス FastEthernet 4/10、4/11 および 4/12 から双方向トラフィック

をモニタする場合、インターフェイス 4/10 は、VLAN 1 ～ 4094 を伝送するトランク インターフェイ

スとして設定されます。インターフェイス ファスト イーサネット 4/11 は VLAN 57 内のアクセス ポー

トとして、インターフェイス ファスト イーサネット 4/12 は VLAN 58 内のアクセス ポートとして設定

されます。このセッションでは、VLAN 57 内のトラフィックのみをモニタします。宛先インターフェ

イスとして FastEthernet 4/15 を使用し、次のコマンドを入力します。

Switch(config)# monitor session 1 source interface fastethernet 4/10 - 12
Switch(config)# monitor session 1 filter vlan 57
Switch(config)# monitor session 1 destination interface fastethernet 4/15

これで、VLAN 57 上のファスト イーサネット インターフェイス 4/10 からのトラフィックが、ファス

ト イーサネット インターフェイス 4/15 でモニタされます。SPAN セッションをディセーブルにする場

合は、次のコマンドを入力します。

Switch(config)# no monitor session 1

SPAN の設定の確認

次に、SPAN セッション 2 の設定を確認する例を示します。

Switch# show monitor session 2
Session 2
---------
Source Ports:
    RX Only:       Fa5/12
    TX Only:       None
    Both:          None

コマンド 目的

Switch(config)# [no] monitor session 
{session_number} filter {vlan vlan_IDs 
[, | - ]} | {packet-type {good | 
bad}} | {address-type {unicast | 
multicast | broadcast} [rx | tx | 
both]}

SPAN 送信元がトランク インターフェイスである場

合に、特定の VLAN をモニタリングします。filter 
キーワードで、指定された VLAN 上のトラフィック

にモニタリングを限定します。これは通常、トランク 
インターフェイスをモニタリングする場合に使用しま

す。

session_number には、この RSPAN セッションで識

別されるセッション番号を指定します（1 ～ 6）。

vlan_IDs には、VLAN を指定します。

指定された VLAN のすべてのポートを介したモニタ

が設定されます。

デフォルトの設定に戻すには、no キーワードを使用

します。
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Source VLANs:
    RX Only:       None
    TX Only:       None
    Both:          None
Destination Ports: Fa5/45
Filter VLANs:      1-5,9 
Switch#

CPU ポートのスニッフィング
SPAN セッションを設定する場合は、CPU（または CPU キューのサブセット）を SPAN 送信元として

指定できます。キューは、番号または名前のどちらかで指定されます。このような送信元が指定される

と、指定された 1 つのキューを介して CPU に送信されるトラフィックはミラーリングされ、セッショ

ンの SPAN 宛先ポートから送信されます。このトラフィックには、（ソフトウェア転送による）CPU で
送受信される制御パケットと通常のデータ パケットの両方が含まれます。

CPU 送信元を通常のポート送信元または VLAN 送信元と組み合わせることができます。
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CPU 送信元のスニッフィングを設定するには、次の作業を行います。

次に、CPU によって受信されたすべてのパケットをスニッフィングする CPU 送信元を設定する例を示

します。

Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)# monitor session 1 source cpu rx

コマンド 目的

Switch(config)# [no] monitor session 
{session_number} {source {interface 
interface_list | {vlan vlan_IDs | cpu 
[queue queue_ids] } [rx | tx | both]

CPU に送受信されたトラフィックを CPU がセッ

ションの宛先にコピーするように指定します。

queue 識別子は、指定された CPU キューで受信

されたスニッフィングだけのトラフィックを任意

で許可します。

session_number には、この SPAN セッションで

識別されるセッション番号を指定します（1 ～ 
6）。

interface-list には、モニタリングする送信元ポー

トを指定します。有効なインターフェイスには、

物理インターフェイスおよびポート チャネル論

理インターフェイス（port-channel 
port-channel-number）があります。

vlan_IDs には、送信元 VLAN を指定します。

queue_ids には、関連するキューを指定します。

（任意）[, | -] には、一連のまたは一定範囲のイン

ターフェイスを指定します。カンマのあとにはス

ペースを入れます。ハイフンの前後にはスペース

を 1 つ入れます。

（任意）モニタリングするトラフィックの方向を

指定します。トラフィックの方向を指定しない場

合、送信元インターフェイスは、送信（tx）と受

信（rx）の両方のトラフィックを送信します。追

加の送信元ポートは、受信トラフィックだけをモ

ニタリングします。

• rx：受信トラフィックをモニタリングしま

す。

• tx：送信トラフィックをモニタリングしま

す。

• both：送受信両方のトラフィック（双方向）

をモニタリングします。

キューは、番号または名前のどちらかによって識

別されます。キュー名には、便宜上、複数の番号

付けキューを組み入れることができます。

デフォルトの設定に戻すには、no キーワードを

使用します。
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次に、SPAN 送信元として CPU のキュー名およびキュー番号の範囲を使用する例を示します。

Switch(config)# monitor session 2 source cpu queue control-packet rx
Switch(config)# monitor session 3 source cpu queue 10 rx

（注） 制御パケットは、キュー 10 マッピングされます。

カプセル化の設定
SPAN 宛先ポートを設定する場合、ポートで使用するカプセル化タイプを明示的に指定できます。ポー

トに送信されるパケットは、指定されたモードに基づいてタグ付けされます。（また、入力パケット オ
プションがイネーブルにされている場合、カプセル化モードは、タグ付けされたパケットが処理される

方法を制御します）。Catalyst 4500 シリーズ スイッチのスーパーバイザ エンジンでは、802.1Q カプセ

ル化およびタグなしパケットがサポートされています。

（注） 802.1Q カプセル化方式だけがサポートされています。

「複製」カプセル化タイプはサポートされていません（このタイプでは、元のパケットに適用されたカ

プセル化を使用してパケットが宛先ポートから送信されます）。カプセル化モードが指定されていない

場合、ポートのデフォルトはタグなしです。

入力パケット
入力がイネーブルにされている場合、SPAN 宛先ポートは（指定されたカプセル化モードによってタグ

付けされている可能性のある）着信パケットを受け入れ、通常どおりスイッチングします。SPAN 宛先

ポートを設定する場合、入力機能がイネーブルにされているかどうか、およびタグなし入力パケットを

スイッチングするのに使用する VLAN について指定できます。ポートは STP フォワーディングです

が、STP に参加していないため、この機能を設定する場合は、スパニングツリー ループがネットワー

ク内で発生しないように注意する必要があります。入力およびトランク カプセル化の両方が SPAN 宛
先ポート上で指定されている場合、すべてのアクティブ VLAN でポートが転送を行います。存在しな

い VLAN を入力 VLAN として設定することはできません。

デフォルトでは、ホスト学習は入力がイネーブルに設定された SPAN 宛先ポート上でディセーブルに

設定されています。また、このポートは VLAN のフラッディング セットから削除されるので、通常の

トラフィックは宛先ポートからスイッチングされません。学習がイネーブルに設定されている場合は、

宛先ポート上で学習されたホストのトラフィックが宛先ポートからスイッチングされます。SPAN 宛先

ポートに接続されているホストは、ブロードキャスト ARP 要求を受信せず、応答しません。また、

SPAN 宛先ポート上にスタティック ホスト エントリ（スタティック ARP エントリおよび MAC アドレ

ス テーブルのスタティック エントリを含む）を設定することもできます。

（注） 設定は、SPAN セッションに送信元が設定されていない場合は機能しません。このセッションは、

SPAN 宛先ポートだけでは、半分しか設定されていないことになります。
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入力パケットとカプセル化を設定するには、次の作業を行います。

次に、ネイティブ VLAN 7 を使用して、宛先ポートに 802.1Q カプセル化と入力パケットを設定する例

を示します。

Switch(config)# monitor session 1 destination interface fastethernet 5/48 
encapsulation dot1q ingress vlan 7

この設定では、セッション 1 に対応付けられた SPAN 送信元からのトラフィックは、802.1Q カプセル

化を使用して、ファスト イーサネット インターフェイス 5/48 からコピーされます。着信トラフィック

は、タグなしパケットが VLAN 7 に分類されてから、受け入れられてスイッチングされます。

アクセス リスト フィルタリング
SPAN セッションを設定する場合、アクセス リスト フィルタリングを適用できます。アクセス リスト 
フィルタリングは、出力方向または入力方向でスニッフィングされた SPAN 宛先ポートを通過するす

べてのパケットに適用されます。アクセス リスト フィルタは、ローカル SPAN セッションでだけ許可

されます。SPAN の宛先が RSPAN VLAN である場合、アクセス リスト フィルタは拒否されます。

（注） アクセス リスト フィルタリングは、Cisco IOS Release 12.2(20)EW 以降で使用できます。

アクセス コントロール リスト（ACL）設定時の注意事項

SPAN セッション上で ACL を設定できます。ACL/SPAN セッションでは、次の注意事項に従ってくだ

さい。

• ACL が SPAN セッションに関連付けられている場合、ACL に関連付けられるルールは、SPAN 宛
先インターフェイスに存在するすべてのパケットに対して適用されます。それまで SPAN 宛先イ

ンターフェイスに関連付けられていた他の VACL または RACL に関連するルールは、適用されま

せん。

• SPAN セッションに関連付けできる ACL は 1 つだけです。

• SPAN 宛先インターフェイスに存在するパケットに ACL が適用されていない場合、それまで宛先

インターフェイスまたは SPAN 宛先インターフェイスが所属する VLAN に適用されていた PACL、
VACL、または RACL に関係なく、すべてのトラフィックが許可されます。

コマンド 目的

Switch(config)# [no] monitor session 
session_number destination interface interface 
[encapsulation {dot1q}] [ingress [vlan 
vlan_IDs] [learning]]

入力パケットの設定と宛先ポートのカプセル

化タイプを指定します。

session_number には、この SPAN セッション

で識別されるセッション番号を指定します（1 
～ 6）。

interface には、宛先インターフェイスを指定

します。

vlan_IDs には、宛先 VLAN を指定します。

デフォルトの設定に戻すには、no キーワード

を使用します。
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• ACL が SPAN セッションから削除されると、すべてのトラフィックが再び許可されます。

• SPAN セッションから SPAN 設定が削除されると、SPAN 宛先インターフェイスに関連付けられた

すべてのルールが、再び適用されます。

• SPAN 宛先ポートが、トランクポートとして設定され、所属する VLAN に関連付けられた ACL が
設定されている場合、トラフィックは VACL の対象となりません。

• ACL 設定は通常、RSPAN VLAN、および RSPAN VLAN を伝送するトランク ポートに適用され

ます。この設定により、RSPAN VLAN 上の VACL を適用できるようになります。ユーザが、宛

先ポートを RSPAN VLAN として、SPAN セッション上で ACL の設定を試みる場合、この設定は

拒否されます。

• CAM（連想メモリ）が過負荷状態で、パケットが検索のために CPU に引き渡される場合、SPAN 
セッションに関連付けられた出力ポートの ACL はいずれも、適用されません。

• ACL が作成される前に、名前つき IP ACL が SPAN セッション上で設定される場合、この設定は

受け入れられ、ソフトウェアは Access Control Entry（ACE; アクセス コントロール エントリ）な

しで空の ACL を作成します。（空の ACL は、すべてのパケットを許可します）。その後、ACL に
ルールを追加できます。

• SPAN セッションに関連付けられた ACL は、出力宛先インターフェイス上で適用されます。

• SPAN ポートに存在するトラフィックでは、ポリシングが許可されません。

• SPAN セッションでは、IP ACL だけがサポートされます。

アクセス リスト フィルタリングの設定

アクセス リスト フィルタリングを設定するには、次の作業を行います。

（注） IP アクセス リストは、「ACL によるネットワーク セキュリティの設定」の章に説明されているように、

コンフィギュレーション モードで作成される必要があります。

次に、SPAN セッション上で IP アクセス グループ 10 を設定し、アクセス リストが設定されたことを

確認する例を示します。

Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)# monitor session 1 source interface fa6/1 both 
Switch(config)# monitor session 1 destination interface fa6/2 
Switch(config)# monitor session 1 filter vlan 1 

コマンド 目的

Switch(config)# [no] monitor session 
{session_number} filter {ip access-group 
[name | id] }{vlan vlan_IDs [, | - ] } | 
{packet-type {good | bad}} | 
{address-type {unicast | multicast | 
broadcast} [rx | tx | both]}

アクセス リストに基づいて、フィルタ スニッフィン

グを指定します。

session_number には、この SPAN セッションで識別

されるセッション番号を指定します（1 ～ 6）。

アクセス リストには、名前または数値の ID のいずれ

かを指定できます。

name には、IP アクセス リスト名を指定します。

id には、標準の（1 ～ 199）または拡張の（1300 ～ 
2699）の IP アクセス リストを指定します。
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Switch(config)# monitor session 1 filter ip access-group 10
Switch(config)# exit
Switch# show monitor

Session 1
---------
Type              : Local Session
Source Ports      :
    Both          : Fa6/1
Destination Ports : Fa6/2
    Encapsulation : Native
          Ingress : Disabled
         Learning : Disabled
Filter VLANs      : 1
IP Access-group   : 10

パケット タイプ フィルタリング
SPAN セッションを設定する場合、VLAN フィルタに類似したパケット フィルタ パラメータを指定で

きます。パケット フィルタを指定した場合、パケット フィルタはスニッフィングされるパケットのタ

イプを表示します。パケット フィルタが指定されていない場合、すべてのタイプのパケットがスニッ

フィングされます。別のタイプのパケット フィルタが入力および出力トラフィックに指定される場合

もあります。

パケット フィルタリングは、パケットベース（good、error）またはアドレスベース

（unicast/multicast/broadcast）の 2 つのカテゴリに分類されます。パケットベースのフィルタは、入力

方向だけに適用できます。パケットは、宛先アドレスに基づいたハードウェアによって、ブロードキャ

スト、マルチキャスト、またはユニキャストに分類されます。

（注） 両方のタイプのフィルタが設定されると、両方のフィルタを通過するパケットだけがスパニングされま

す。たとえば、「error」と「multicast」の両方を設定すると、エラーのあるマルチキャスト パケットだ

けがスパニングされます。

パケット タイプ フィルタリングを設定するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

Switch(config)# [no] monitor session 
{session_number} filter {vlan vlan_IDs 
[, | - ] } | {packet-type {good | bad}} 
| {address-type {unicast | multicast | 
broadcast} [rx | tx | both]}

指定された方向による指定されたパケット タイプの

フィルタ スニッフィングを指定します。

session_number には、この SPAN セッションで識別

されるセッション番号を指定します（1 ～ 6）。

vlan_IDs には、VLAN を指定します。

rx と tx タイプの両方のフィルタ設定をすると同時に、

複数のタイプのフィルタを設定できます（たとえば、

good と unicast を設定して、エラーがないユニキャ

スト フレームだけをスニッフィングします）。VLAN 
フィルタでは、タイプまたはフィルタが指定されてい

ない場合、すべてのパケット タイプがスニッフィン

グされます。

デフォルトの設定に戻すには、no キーワードを使用

します。
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次に、入力方向のユニキャスト パケットだけを受け入れるようにセッションを設定する例を示します。

Switch(config)# monitor session 1 filter address-type unicast rx

設定例
次に、SPAN 拡張機能の一部を使用した SPAN の設定例を示します。

次の例では、インターフェイス Gi1/1 上に着信するユニキャスト トラフィックをスニッフィングする

ようにセッションを設定します。

Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)# monitor session 1 source interface gi1/1 rx
Switch(config)# monitor session 1 destination interface gi1/2 encapsulation dot1q ingress
Switch(config)# monitor session 1 filter address-type unicast rx
Switch(config)# exit
Switch# show monitor

Session 1
---------
Type              : Local Session
Source Ports      :
    RX Only       : Gi1/1
Destination Ports : Gi1/2
    Encapsulation : DOT1Q
          Ingress : Enabled
         Learning : Disabled
Filter Addr Type  : 
    RX Only       : Unicast

RSPAN の設定
ここでは、スイッチ上で RSPAN を設定する手順について説明します。具体的な設定情報は次のとおり

です。

• 「RSPAN 設定時の注意事項」（P.55-18）

• 「RSPAN セッションの作成」（P.55-19）

• 「RSPAN 宛先セッションの作成」（P.55-21）

• 「RSPAN 宛先セッションの作成および入力トラフィックのイネーブル化」（P.55-22）

• 「RSPAN セッションからのポートの削除」（P.55-23）

• 「モニタリングする VLAN の指定」（P.55-24）

• 「フィルタリングする VLAN の指定」（P.55-25）

RSPAN 設定時の注意事項

RSPAN を設定するときには、次の注意事項に従ってください。

（注） RSPAN VLAN には特殊なプロパティがあるので、RSPAN VLAN として使用する VLAN をネット

ワーク上に一部確保します。これらの VLAN にはアクセス ポートを割り当てないでください。
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（注） RSPAN トラフィックに出力 ACL を適用して、特定のパケットを選択的にフィルタリングまたはモニ

タリングできます。RSPAN 送信元スイッチ内の RSPAN VLAN 上で、これらの ACL を指定します。

• RSPAN セッションは、「SPAN と RSPAN のセッション限度」（P.55-7）に記載された限度内であ

れば、SPAN セッションと共存できます。

• RSPAN を設定する場合は、送信元ポートおよび宛先ポートをネットワーク内の複数のスイッチに

分散させることができます。

• RSPAN は、BPDU パケット モニタリングまたは他のレイヤ 2 スイッチ プロトコルをサポートし

ません。

• RSPAN VLAN はトランク ポートにのみ設定されており、アクセス ポートには設定されていませ

ん。不要なトラフィックが RSPAN VLAN に発生するのを防ぐため、参加しているすべてのスイッ

チで RSPAN VLAN 機能がサポートされていることを確認してください。RSPAN VLAN 上のアク

セス ポートは自動的にディセーブルになります。

• RSPAN VLAN を作成してから、RSPAN 送信元または宛先セッションを設定します。

• VTP および VTP プルーニングをイネーブルにすると、トランク内で RSPAN トラフィックがプ

ルーニングされ、1005 未満の VLAN ID に関して、ネットワークで不必要な RSPAN トラフィック

のフラッディングが防止されます。

• RSPAN トラフィックは RSPAN VLAN のネットワーク上で伝送されるため、ミラーリングされた

パケットの元の VLAN アソシエーションは失われます。RSPAN では、IDS デバイスからユーザが

指定した単一 VLAN へのトラフィック転送だけをサポートしています。

RSPAN セッションの作成

初に、RSPAN に参加させる予定のスイッチのいずれにおいても、RSPAN セッション用として存在
していない RSPAN VLAN を作成します。ネットワークで VTP がイネーブルになっている場合、1 つ
のスイッチで RSPAN VLAN を作成して、VTP がその RSPAN VLAN を、VLAN ID が 1005 未満の、

VTP ドメイン内の他のスイッチに伝播させることができます。

VTP プルーニングを使用して、RSPAN トラフィックのフローを効率化するか、または RSPAN トラ

フィックを伝送する必要のないすべてのトランクから、RSPAN VLAN を手動で削除します。

RSPAN 送信元セッションを開始し、送信元（モニタ対象）ポートおよび宛先 RSPAN VLAN を指定す

るには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# no monitor session 
{session_number | all | local | remote}

セッションの既存の RSPAN 設定をクリアします。

session_number には、この RSPAN セッションで識別されるセッ

ション番号を指定します（1 ～ 6）。

すべての RSPAN セッションを削除するには all を、すべてのロー

カル セッションを削除するには local を、すべてのリモート SPAN 
セッションを削除するには remote を指定します。

ステップ 3 Switch(config)# vlan {remote_vlan_ID} リモート VLAN ID を指定します。

この VLAN ID がユーザ トラフィックで使用されていないことを確

認してください。
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次に、セッション 1 の既存の RSPAN 設定をクリアし、複数の送信元インターフェイスをモニタリング

する RSPAN セッション 1 を設定し、宛先 RSPAN VLAN を設定する例を示します。

Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)# no monitor session 1
Switch(config)# monitor session 1 source interface fastEthernet3/10 tx
Switch(config)# monitor session 1 source interface fastEthernet3/2 rx
Switch(config)# monitor session 1 source interface fastEthernet3/3 rx
Switch(config)# monitor session 1 source interface port-channel 102 rx
Switch(config)# monitor session 1 destination remote vlan 901

ステップ 4 Switch(config-vlan)# remote-span VLAN ID をリモート VLAN ID に変換します。

ステップ 5 Switch(config-vlan)# exit グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 6 Switch(config)# [no] monitor session 
{session_number} {source {interface 
interface_list | {vlan vlan_IDs | cpu 
[queue queue_ids]} [rx | tx | both]

RSPAN セッションおよび送信元ポート（モニタ対象ポート）を指

定します。

session_number には、この RSPAN セッションで識別されるセッ

ション番号を指定します（1 ～ 6）。

interface-list には、モニタリングする送信元ポートを指定します。

有効なインターフェイスには、物理インターフェイスおよびポート 
チャネル論理インターフェイス（port-channel 
port-channel-number）があります。

vlan-IDs には、1 つまたは複数のモニタ対象送信元 VLAN を指定し

ます。有効な VLAN の範囲は、1 ～ 4094 です。

queue_ids には、一連の CPU キュー識別番号（1 ～ 32）または名前

指定のキューのどちらかを指定します。

（任意）[, | -] には、一連のまたは一定範囲のインターフェイスを指

定します。カンマのあとにはスペースを入れます。ハイフンの前後

にはスペースを 1 つ入れます。

（任意）モニタリングするトラフィックの方向を指定します。トラ

フィックの方向を指定しない場合、送信元インターフェイスは、送

信（tx）と受信（rx）の両方のトラフィックを送信します。追加の

送信元ポートは、受信トラフィックだけをモニタリングします。

• rx：受信トラフィックをモニタリングします。

• tx：送信トラフィックをモニタリングします。

• both：送受信両方のトラフィック（双方向）をモニタリングし

ます。

ステップ 7 Switch(config)# monitor session 
session_number destination remote vlan 
vlan-ID 

RSPAN セッションと宛先リモート VLAN を指定します。

session_number には、この RSPAN セッションで識別されるセッ

ション番号を指定します（1 ～ 6）。

vlan-ID には、モニタ対象トラフィックを宛先ポートに伝送する 
RSPAN VLAN を指定します。

ステップ 8 Switch(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 9 Switch# show monitor [session 
session_number]

入力を確認します。

ステップ 10 Switch# copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 目的
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Switch(config)# end

RSPAN 宛先セッションの作成

RSPAN 宛先セッションを作成し、送信元 RSPAN VLAN および宛先ポートを指定するには、次の作業

を行います。

次に、VLAN 901 を送信元リモート VLAN に、ポート 5 を宛先インターフェイスに設定する例を示し

ます。

Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)# monitor session 1 source remote vlan 901
Switch(config)# monitor session 1 destination interface gigabitEthernet1/2
Switch(config)# end

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# monitor session 
session_number source remote vlan 
vlan-ID

RSPAN セッションと送信元 RSPAN VLAN を指定します。

session_number には、この RSPAN セッションで識別されるセッ

ション番号を指定します（1 ～ 6）。

vlan-IDs には、モニタリングする送信元 RSPAN VLAN を指定しま

す。

ステップ 3 Switch(config)# [no] monitor session 
session_number destination interface 
interface [encapsulation {dot1q}] 
[ingress [vlan vlan_IDs] [learning]]

RSPAN セッションと宛先インターフェイスを指定します。

session_number には、この RSPAN セッションで識別されるセッ

ション番号を指定します（1 ～ 6）。

interface には、宛先インターフェイスを指定します。

vlan_IDs には、必要に応じて、入力 VLAN を指定します。

（任意）[, | -] には、一連のまたは一定範囲のインターフェイスを指

定します。カンマのあとにはスペースを入れます。ハイフンの前後

にはスペースを 1 つ入れます。

（任意）モニタリングするトラフィックの方向を指定します。トラ

フィックの方向を指定しなかった場合、送信元インターフェイスは

送信トラフィックと受信トラフィックの両方を送信します。追加の

送信元ポートは、受信（rx）トラフィックだけをモニタリングしま

す。

• dot1q：802.1Q カプセル化を使用します。

ステップ 4 Switch(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 Switch# show monitor [session 
session_number]

入力を確認します。

ステップ 6 Switch# copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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RSPAN 宛先セッションの作成および入力トラフィックのイネーブル化

RSPAN 宛先セッションを作成して、送信元 RSPAN VLAN を指定し、ネットワーク セキュリティ デ
バイス（Cisco IDS センサー装置など）用に宛先ポート上の入力トラフィックをイネーブルにするに

は、次の作業を行います。

次に、送信元リモート VLAN として VLAN 901 を設定し、802.1Q カプセル化をサポートするセキュ

リティ デバイスを使用して VLAN 5 上の入力トラフィック用の宛先ポートを設定する例を示します。

Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)# monitor session 1 source remote vlan 901
Switch(config)# monitor session 1 destination interface gigabitEthernet1/2 ingress vlan 5
Switch(config)# end

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# monitor session 
{session_number} source vlan vlan_IDs

RSPAN セッションと送信元 RSPAN VLAN を指定します。

session_number には、この RSPAN セッションで識別されるセッ

ション番号を指定します（1 ～ 6）。

vlan_IDs には、1 つまたは複数のモニタ対象送信元 VLAN を指定

します。有効な VLAN の範囲は、1 ～ 4094 です。

ステップ 3 Switch(config)# [monitor session 
session_number destination interface 
interface-id [encapsulation {dot1q 
[ingress vlan vlan id]} | ingress vlan 
vlan id] [learning]]

RSPAN セッション、宛先ポート、パケット カプセル化、および入

力側 VLAN を指定します。

session_number には、この RSPAN セッションで識別されるセッ

ション番号を指定します（1 ～ 6）。

interface-id には、宛先ポートを指定します。有効なインターフェイ

スは物理インターフェイスなどです。

（任意）RSPAN 宛先ポート上で送信されるパケットのカプセル化を

指定します。カプセル化タイプが指定されていない場合、すべての

送信パケットはネイティブ形式（タグなし）で送信されます。

• タグなしのネイティブ VLAN パケットと、他のすべての dot1q 
タグ付き VLAN tx パケットを送信する場合は、encapsulation 
dot1q と入力します。

（任意）RSPAN 宛先ポート上で入力トラフィックの転送をイネーブ

ルにするか否かを指定します。

• ネイティブ（タグなし）および dot1q カプセル化の場合、

ingress vlan vlan id を指定し、vlan id をネイティブ VLAN と
して入力転送をイネーブルにします。また、vlan id は、送信パ

ケット用のネイティブ VLAN としても使用されます。

• 入力がイネーブルの場合、learning を指定して学習をイネーブ

ルにします。

ステップ 4 Switch(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 Switch# show monitor [session 
session_number]

入力を確認します。

ステップ 6 Switch# copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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RSPAN セッションからのポートの削除

セッションの RSPAN 送信元としてのポートを削除するには、次の作業を行います。

次に、RSPAN セッション 1 の RSPAN 送信元としてのポート 1 を削除する例を示します。

Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)# no monitor session 1 source interface gigabitEthernet1/1
Switch(config)# end

次に、双方向モニタが設定されていたポート 1 で、受信トラフィックのモニタをディセーブルにする例

を示します。

Switch(config)# no monitor session 1 source interface gigabitEthernet1/1 rx

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# [no] monitor session 
{session_number} {source {interface 
interface_list | {vlan vlan_IDs | cpu 
[queue queue_ids]} [rx | tx | both]

削除する RSPAN 送信元ポート（モニタ対象ポート）の特性を指

定します。

session_number には、この RSPAN セッションで識別されるセッ

ション番号を指定します（1 ～ 6）。

interface-list には、モニタリングを中止する送信元ポートを指定

します。有効なインターフェイスには、物理インターフェイスお

よびポート チャネル論理インターフェイス（port-channel 
port-channel-number）があります。

vlan_IDs には、1 つまたは複数のモニタ対象送信元 VLAN を指定

します。有効な VLAN の範囲は、1 ～ 4094 です。

queue_ids には、一連の CPU キュー識別番号（1 ～ 32）または名

前指定のキューのどちらかを指定します。

（任意）[, | -] には、一連のまたは一定範囲のインターフェイスを

指定します。カンマのあとにはスペースを入れます。ハイフンの

前後にはスペースを 1 つ入れます。

（任意）モニタリングするトラフィックの方向を指定します。トラ

フィックの方向を指定しない場合、送信元インターフェイスは、

送信（tx）と受信（rx）の両方のトラフィックを送信します。追

加の送信元ポートは、受信トラフィックだけをモニタリングしま

す。

• rx：受信トラフィックをモニタリングします。

• tx：送信トラフィックをモニタリングします。

• both：送受信両方のトラフィック（双方向）をモニタリング

します。

ステップ 3 Switch(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 Switch# show monitor [session 
session_number]

入力を確認します。

ステップ 5 Switch# copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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ポート 1 上での受信トラフィックのモニタはディセーブルになりますが、このポートから送信されたト

ラフィックは引き続きモニタリングされます。

モニタリングする VLAN の指定

VLAN のモニタは、ポートのモニタリングと類似しています。モニタリングする VLAN を指定するに

は、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# no monitor session 
{session_number | all | local | 
remote}

セッションの既存の SPAN 設定をすべてクリアします。

session_number には、この RSPAN セッションで識別されるセッショ

ン番号を指定します（1 ～ 6）。

すべての SPAN セッションを削除する場合は all、すべてのローカル 
セッションを削除する場合は local、すべてのリモート SPAN セッ

ションを削除する場合は remote をそれぞれ指定します。

ステップ 3 Switch(config)# [no] monitor session 
{session_number} {source {interface 
interface_list | {vlan vlan_IDs | cpu 
[queue queue_ids]} [rx | tx | both]

RSPAN セッションおよび送信元 VLAN（モニタ対象ポート）を指定

します。モニタリングできるのは、VLAN 上の受信（rx）トラフィッ

クだけです。

session_number には、この RSPAN セッションで識別されるセッショ

ン番号を指定します（1 ～ 6）。

interface-list には、モニタリングを中止する送信元ポートを指定しま

す。有効なインターフェイスには、物理インターフェイスおよびポー

ト チャネル論理インターフェイス（port-channel 
port-channel-number）があります。

vlan-IDs の範囲は 1 ～ 4094 です。先行 0 は入力しないでください。

queue_ids には、送信元キューを指定します。

（任意）[, | -] には、一連のまたは一定範囲のインターフェイスを指定

します。カンマのあとにはスペースを入れます。ハイフンの前後には

スペースを 1 つ入れます。

（任意）モニタリングするトラフィックの方向を指定します。トラ

フィックの方向を指定しない場合、送信元インターフェイスは、送信

（tx）と受信（rx）の両方のトラフィックを送信します。追加の送信元

ポートは、受信トラフィックだけをモニタリングします。

• rx：受信トラフィックをモニタリングします。

• tx：送信トラフィックをモニタリングします。

• both：送受信両方のトラフィック（双方向）をモニタリングしま

す。

ステップ 4 Switch(config)# monitor session 
session_number destination remote 
vlan vlan-id 

RSPAN セッションと宛先リモート VLAN を指定します。

session_number には、この RSPAN セッションで識別されるセッショ

ン番号を指定します（1 ～ 6）。

vlan-id には、モニタ対象トラフィックを宛先ポートに伝送する 
RSPAN VLAN を指定します。

ステップ 5 Switch(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。
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RSPAN セッションから 1 つまたは複数の送信元 VLAN を削除するには、no monitor session 
session_number source vlan vlan-id rx グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

次に、RSPAN セッション 2 の既存の設定をすべてクリアし、VLAN 1 ～ 3 に所属するすべてのポート

上で受信トラフィックをモニタリングする RSPAN セッション 2 を設定し、宛先リモート VLAN 902 
に送信する例を示します。この設定は次に、VLAN 10 に所属するすべてのポートで受信トラフィック

をモニタリングするように変更されています。

Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)# no monitor session 2
Switch(config)# monitor session 2 source vlan 1 - 3 rx
Switch(config)# monitor session 2 destination remote vlan 902
Switch(config)# monitor session 2 source vlan 10 rx
Switch(config)# end

フィルタリングする VLAN の指定

RSPAN 送信元トラフィックを特定の VLAN に制限するには、次の作業を行います。

ステップ 6 Switch# show monitor [session 
session_number]

入力を確認します。

ステップ 7 Switch# copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 目的

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# no monitor session 
{session_number | all | local | 
remote}

セッションの既存の SPAN 設定をすべてクリアします。

session_number には、この RSPAN セッションで識別されるセッ

ション番号を指定します（1 ～ 6）。

すべての SPAN セッションを削除する場合は all、すべてのローカル 
セッションを削除する場合は local、すべてのリモート SPAN セッ

ションを削除する場合は remote をそれぞれ指定します。
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トランク ポート上のすべての VLAN をモニタするには、no monitor session session_number filter 
vlan グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

ステップ 3 Switch(config)# [no] monitor session 
{session_number} {source {interface 
interface_list | {vlan vlan_IDs | cpu 
[queue queue_ids]} [rx | tx | both]

送信元ポート（モニタ対象ポート）と RSPAN セッションの特性を指

定します。

session_number には、この RSPAN セッションで識別されるセッ

ション番号を指定します（1 ～ 6）。

interface-list には、モニタリングする送信元ポートを指定します。

指定したインターフェイスは、あらかじめトランク ポートとして設

定しておく必要があります。

vlan-IDs の範囲は 1 ～ 4094 です。先行 0 は入力しないでください。

queue_ids には、送信元キューを指定します。

（任意）[, | -] には、一連のまたは一定範囲のインターフェイスを指定

します。カンマのあとにはスペースを入れます。ハイフンの前後に

はスペースを 1 つ入れます。

（任意）モニタリングするトラフィックの方向を指定します。トラ

フィックの方向を指定しない場合、送信元インターフェイスは、送

信（tx）と受信（rx）の両方のトラフィックを送信します。追加の送

信元ポートは、受信トラフィックだけをモニタリングします。

• rx：受信トラフィックをモニタリングします。

• tx：送信トラフィックをモニタリングします。

• both：送受信両方のトラフィック（双方向）をモニタリングし

ます。

ステップ 4 Switch(config)# monitor session 
session_number filter vlan vlan-id [, 
| -]

RSPAN 送信元トラフィックを特定の VLAN に制限します。

session_number には、この RSPAN セッションで識別されるセッ

ション番号を指定します（1 ～ 6）。

vlan-id の範囲は 1 ～ 4094 です。先行 0 は入力しないでください。

（任意）カンマ（,）を使用して一連の VLAN を指定するか、ハイフ

ン（-）を使用して VLAN 範囲を指定します。カンマのあとにはス

ペースを入れます。ハイフンの前後にはスペースを 1 つ入れます。

ステップ 5 Switch(config)# monitor session 
session_number destination remote vlan 
vlan-id

RSPAN セッションと宛先リモート VLAN を指定します。

session_number には、この RSPAN セッションで識別されるセッ

ション番号を指定します（1 ～ 6）。

vlan-id には、モニタ対象トラフィックを宛先ポートに伝送する 
RSPAN VLAN を指定します。

ステップ 6 Switch(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 7 Switch# show monitor [session 
session_number]

入力を確認します。

ステップ 8 Switch# copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 目的
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次に、RSPAN セッション 2 の既存の設定をすべてクリアし、トランク ポート 4 上での受信したトラ

フィックをモニタリングする RSPAN セッション 2 を設定し、VLAN 1 ～ 5 および 9 のトラフィックだ

けを、宛先リモート VLAN 902 に送信する例を示します。

Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)# no monitor session 2
Switch(config)# monitor session 2 source interface gigabitethernet1/1 rx
Switch(config)# monitor session 2 filter vlan 1 - 5 , 9
Switch(config)# monitor session 2 destination remote vlan 902
Switch(config)# end

SPAN および RSPAN のステータス表示
現在の SPAN または RSPAN 設定のステータスを表示するには、show monitor 特権 EXEC コマンドを

使用します。

次に、SPAN 送信元セッション 1 の show monitor コマンドの出力例を示します。

Switch# show monitor session 1
Session 1
---------
Type: Local Source Session
Source Ports:
    RX Only:  Fa3/13
    TX Only:       None
    Both:          None

Source VLANs:
    RX Only:       None
    TX Only:       None
    Both:          None
Source RSPAN VLAN: None
Destination Ports: None

Encapsulation: DOT1Q
Ingress:Enabled, default VLAN=5

Filter VLANs:      None
Dest RSPAN VLAN: None
Ingress : Enabled, default VLAN=2
Learning : Disabled
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Wireshark の設定

IP Base および Enterprise Services フィーチャ セットでは、Cisco IOS Release XE 3.3.0SG 以降、

Catalyst 4500 シリーズ スイッチは、パケット アナライザ プログラム Wireshark（旧名 Ethereal）をサ

ポートします。これは、複数のプロトコルをサポートし、テキスト ベースのユーザ インターフェイス

で情報を提供します。

この章で説明する内容は、次のとおりです。

• 「Wireshark について」（P.56-1）

• 「機能の相互作用」（P.56-6）

• 「Wireshark の設定」（P.56-7）

• 「注意事項および制約事項」（P.56-12）

• 「Wireshark 情報の表示」（P.56-15）

• 「使用例」（P.56-19）

（注） この章で使用するスイッチ コマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL で『Cisco 
Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』と関連資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products//hw/switches/ps4324/index.html

『Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』に掲載されていないコマンドについては、より詳

細な Cisco IOS ライブラリを参照してください。次の URL でCisco IOS コマンド リファレンスと関連

資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html

Wireshark について
ネットワーク内で何が起きているかを理解するには、トラフィックをキャプチャし、分析する機能が必

要です。Cisco IOS XE Release 3.3.0SG 以前は、Catalyst 4500 シリーズ スイッチはこの要件に対応す

るため、SPAN と debug platform packet という機能を提供していましたが、この両機能には制限があ

ります。SPAN は、パケットをキャプチャするのに理想的ですが、指定したローカルまたはリモートの

宛先にパケットを転送することによりこれを実現しているだけで、ローカル表示や分析をサポートして

いません。debug platform packet コマンドは、Catalyst 4500 シリーズ スイッチに固有で、ソフト

ウェア プロセス フォワーディング パスから生成されたパケットだけで動作します。限定的なローカル

表示機能がありますが、分析機能のサポートはありません。

http://www.cisco.com/en/US/products//hw/switches/ps4324/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html
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したがって、ハードウェアとおよびソフトウェアの両方によって転送されるトラフィックに適用可能

で、かつ強力なパケット キャプチャ、表示、および分析機能をサポートする（既知のインターフェイ

スの使用が望ましい）、トラフィックのキャプチャと分析のメカニズムが求められています。

Wireshark は、広く使用されている無償のオープンソース パケット アナライザ プログラムで、以前は 
Ethereal という名前でした。そのアナライザは何百ものにプロトコルをサポートし、グラフィカルとテ

キスト ベースの両方のユーザ インターフェイスを備えています。

Wireshark は、.pcap と呼ばれる既知の形式を使用して、ファイルへのパケットのダンプをサポートし

ます。パケットのキャプチャと分析サービスを提供するために Wireshark を使用する他のシスコ デバ

イスには、Catalyst 6500、Nexus 7000、ISR があります。

Wireshark 機能は、個々 のインターフェイス上で適用されるかイネーブルになります。Cisco IOS XE 
Release 3.3.0SG では、Wireshark のパケット キャプチャをグローバルにイネーブルにすることはサ

ポートされません。

インターフェイスは、フィルタおよび他のパラメータとともに EXEC モードで指定されます。機能は、

実際には start コマンドを入力した際にのみ適用され、Wireshark が自動または手動でキャプチャを停

止した際に除外されます。

ここでは、Wireshark の一部の重要な概念について説明します。

• 「キャプチャ ポイント」（P.56-2）

• 「接続ポイント：インターフェイスとトラフィックの方向」（P.56-2）

• 「フィルタ」（P.56-3）

• 「処理」（P.56-4）

• 「キャプチャされたパケットのメモリ内バッファへの保存」（P.56-4）

キャプチャ ポイント

キャプチャ ポイントとは、Wireshark 機能の中央ポリシー定義です。これは Wireshark の特定のインス

タンスに関連付けられたすべての特性（キャプチャ対象のパケット、パケットのキャプチャ元、キャプ

チャされたパケットについての処理内容、パケットのキャプチャ停止時点）を定義します。キャプチャ 
ポイントは作成後に変更される場合があり、別個の start コマンドで明示的にオンになるまではアク

ティブになりません。このプロセスは、「キャプチャ ポイントをアクティブにする」または「キャプ

チャ ポイントを開始する」と呼ばれます。キャプチャ ポイントは名前で識別され、手動または自動で

も非アクティブ化または停止する場合があります。

複数のキャプチャ ポイントが同時に定義され、アクティブになる可能性があります。

接続ポイント：インターフェイスとトラフィックの方向

接続ポイントとは、キャプチャ ポイントに関連付けられている論理パケットのプロセス パスでのポイ

ントです。（キャプチャ ポイント属性としての接続ポイントを考えてください）。アクティブ キャプ

チャ ポイントに関連付けられた接続ポイントに影響するパケットは、キャプチャ ポイントのフィルタ

に対してテストされます。一致するパケットは、キャプチャ ポイントの関連 Wireshark インスタンス

にコピーされ、送信されます。特定のキャプチャ ポイントは、以下に示すように、異なるタイプの混

合接続ポイントに制限のある複数の接続ポイントに関連付けられている可能性があります。接続ポイン

トは、常に双方向であるレイヤ 2 VLAN の接続ポイントを除き、方向性あり（入力 /出力 /両方）です。
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フィルタ

フィルタは、Wireshark にコピーされ、渡されるキャプチャ ポイントの接続ポイントを移行するトラ

フィックのサブセットを指定し、制限するキャプチャ ポイントの属性です。 終的に Wireshark によ

り表示されるには、パケットが、接続ポイントとキャプチャ ポイントに関連付けられたすべてのフィ

ルタを通過する必要があります。

フィルタには次の 3 種類があります。

• コア システム フィルタ：コア システム フィルタはハードウェアによって適用され、一致基準は

ハードウェアによって制限されます。このフィルタは、ハードウェア転送トラフィックが 
Wireshark の目的でソフトウェアにコピーするかどうかを決定します。

• キャプチャ フィルタ：キャプチャ フィルタは、Wireshark によって適用されます。その一致基準

は、コア フィルタによってサポートされるものよりも詳細に表示されます。コア フィルタを通過

するが、キャプチャ フィルタを通過しないパケットは、引き続きソフトウェアにキャプチャされ

ますが、Wireshark プロセスによって廃棄されます。以下で説明するように、キャプチャ フィルタ

の構文は、表示フィルタの構文に一致します。

（注） Wireshark はキャプチャ フィルタ構文を使用しません。

• 表示フィルタ：表示フィルタは、Wireshark によって適用され、一致基準は、アプリケーション 
フィルタと同様です。表示フィルタに失敗したパケットは表示されません。

コア システム フィルタ

複数の方法で（class-map、ACL または CLI によって明示的に）コア システム フィルタの一致基準を

指定できます。

一部のインストール済み環境では、承認プロセスが長い場合さらに遅延を引き起こす可能性があるス

イッチの設定を変更する権限を取得する必要があります。これにより、ネットワーク管理者の機能を、

トラフィックの監視および分析に制限します。この問題に対処するため、Wireshark は、EXEC モード 
CLI から、コア システム フィルタ一致基準の明示的な仕様をサポートします。この対処方法の欠点は、

指定できる一致基準が、クラス マップがサポートする対象の限定的なサブセットである（基本的に、

MAC、IP 送信元アドレスおよび宛先アドレス、イーサネット タイプ、IP プロトコル、および 
TCP/UDP の発信元および宛先ポート）ことです。

コンフィギュレーション モードにアクセスできる場合は、ACL を定義することができます。あるい

は、クラス マップが ACL へのキャプチャ ポイントを指します。内部的には、明示的な ACL ベースの

一致基準がクラスマップとポリシー マップを構築するために使用されます。これらの暗黙的に構築さ

れたクラス マップはスイッチの実行コンフィギュレーションに反映されず、NVGEN の対象ではあり

ません。

キャプチャ フィルタ

キャプチャ フィルタはさまざまな条件に基づいて着信パケットをさらにフィルタリングするように 
Wireshark に指示することができます。Wireshark は、パケットを受信するとただちにキャプチャ フィ

ルタを適用します。キャプチャ フィルタに失敗したパケットは格納も表示もされません。

スイッチはこのパラメータを受信し、Wireshark にそれを変更せずに渡します。Wireshark がアプリ

ケーションのフィルタ定義を解析するため、定義の構文は、Wireshark の表示フィルタによって提供さ

れる構文となります。この構文と標準 IOS の構文は異なり、標準構文では表現できない ACL 一致基準

を指定することができます。
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（注） キャプチャ フィルタの構文は、Wireshark の表示フィルタのものと同じです。このように、キャプチャ

の構文と表示フィルタの構文は、Catalyst 4500 シリーズ スイッチの Wireshark の実装と同じです。

表示フィルタの構文の詳細については、http://wiki.wireshark.org/DisplayFilters を参照してください。

表示フィルタ

表示フィルタを使用すると、ユーザは、表示するパケットの集合をさらに狭めるように Wireshark に指

示することができます。表示フィルタの構文はキャプチャ フィルタと同じです。表示フィルタは、

キャプチャ フィルタも定義されている場合は過剰です。表示フィルタの用途は、.pcap ファイルからデ

コードして表示するときに表示されるパケットの集合を絞り込むことです。表示フィルタの状態のいく

つかの組み合わせを使用して Wireshark を実行すると、対象のパケットにまで絞り込むことができま

す。

キャプチャ フィルタおよび表示フィルタの構文の詳細については、

http://wiki.wireshark.org/DisplayFilters を参照してください。

処理

Wireshark はライブ トラフィックまたは前の既存 .pcap ファイルで呼び出すことができます。ライブ ト
ラフィックで呼び出されたときは、必要に応じて設定されたキャプチャおよび表示フィルタを通過する

パケットで、4 つのタイプのアクション（デコードと分析、およびストレージの一方または両方のメモ

リ内のバッファへのキャプチャ、.pcap ファイルへの保存、デコードおよび分析、または保存とディス

プレイの両方）を実行できます。.pcap ファイルで呼び出されたときは、デコードと表示のアクション

だけが適用されます。

キャプチャされたパケットのメモリ内バッファへの保存

パケットは、後続のデコードおよび分析と、.pcap ファイルへの今後のストレージの一方または両方の

ために、メモリ内のキャプチャ バッファに保存できます。キャプチャ バッファは線形または循環にで

きます。線形モードでは、バッファがいっぱいになると、新しいパケットが廃棄されます。循環モード

では、バッファがいっぱいになると新しいパケットを格納するために も古いパケットは廃棄されま

す。必要に応じてバッファもクリアできますが、このモードは、ネットワーク トラフィックをデバッ

グするためにで主に使用されます。

.pcap ファイルへのキャプチャされたパケットの保存

Wireshark は .pcap ファイルにキャプチャされたパケットを保存できます。.pcap ファイルへのパケッ

トの保存は、ライブ トラフィックに適用されるキャプチャ ポイントに限り可能です。

キャプチャ ファイルは次のストレージ デバイスに配置可能です。

• Catalyst 4500 シリーズ スイッチのオンボード フラッシュ ストレージ（bootflash:）

• 外部フラッシュ ディスク（slot:）

• USB ドライブ（usb0:）

（注） 他のデバイスを使用しないでください。

http://wiki.wireshark.org/DisplayFilters
http://wiki.wireshark.org/DisplayFilters
http://wiki.wireshark.org/DisplayFilters
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Wireshark のキャプチャ ポイントを設定するときには、ファイル名を関連付けることができます。キャ

プチャ ポイントをアクティブにすると、Wireshark は指定された名前でファイルを作成し、パケットを

書き込みます。ファイルを関連付けるか、キャプチャ ポイント アクティブにするときにファイルがす

でに存在する場合、ファイルが上書きできるかどうかをユーザに確認します。これは、1 つのキャプ

チャ ポイントのみが、特定のファイル名に関連付けられている可能性があることを意味します。

Wireshark が書き込んでいるファイルシステムが一杯になると、Wireshark はファイルの一部のデータ

で失敗します。ただし、キャプチャ セッションを開始する前に、ファイルシステムに十分な領域が存

在することを確認する必要があります。リリース IOS XE 3.3.0SG では、ファイルシステムの完全な状

態は一部のストレージ デバイスに検出されません。

パケット全体ではなくセグメントだけを保持して、必要な記憶域を減らすことができます。通常、 初

の 64 または 128 バイトを超える詳細は必要ではありません。デフォルトの動作は、パケット全体を保

存することです。

ファイルシステムを処理し、ファイルシステムへの書き込みを行うときに発生する可能性のあるパケッ

トのドロップを避けるため、Wireshark はオプションでメモリ バッファを使用してパケットの到着時に

一時的に保持できます。メモリ バッファのサイズは、キャプチャ ポイントが .pcap ファイルに関連付

けられている間に指定できます。

パケットのデコードと表示

Wireshark はコンソールにパケットをデコードして表示できます。この機能は、ライブ トラフィックに

適用されるキャプチャ ポイントと前の既存 .pcap ファイルに適用されるキャプチャ ポイントで使用可

能です。

（注） パケットをデコードして表示すると、CPU への負荷が高い場合があります。

Wireshark は、次の方法で詳細を表示する、さまざまなパケット形式の詳細をデコードして表示できま

す。

• 要約：パケット（デフォルト）ごとに 1 行を表示します。

• 詳細：プロトコルがサポートされているすべてのパケットのすべてのフィールドをデコードして表

示します。このモードでは、他の 2 種類のモードよりも多くの CPU が必要です。

• 16 進ダンプ：パケット データの 16 進ダンプおよび各パケットの印刷可能文字として、パケットご

とに 1 行を表示します。

Wireshark の出力は、IOS に戻り、変更せずにコンソールに表示されます。

ライブ トラフィックの表示

このモードでは、Wireshark は、Catalyst 4500 シリーズ スイッチのコア システムからのパケットのコ

ピーを受信します。Wireshark は、残りのパケットをデコードして表示する不要なパケットを廃棄する

ため、キャプチャおよび表示フィルタを適用します。

.pcap ファイルからの表示

事前に保存された .pcap ファイルからのパケットをデコードして表示できます。その場合、対象のパ

ケットだけを表示するため、表示フィルタを指定できます。キャプチャ フィルタは、このモードでは

適用されません。
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機能の相互作用

パケットの保存と表示

これは、機能的には、直近 2 件のアクションの組み合わせです。Wireshark は指定された .pcap ファイ

ルにパケットを保存し、これらをコンソールにデコードおよび表示します。すでに説明したように、コ

アおよびキャプチャ フィルタだけがこのシナリオに適用されます。

Wireshark のキャプチャ ポイントをアクティブまたは非アクティブにする

Wireshark のキャプチャ ポイントが、接続ポイント、フィルタ、アクション、およびその他のオプショ

ンで定義されている場合、Wireshark はアクティブである必要があります。それまでは、キャプチャ ポ
イントは、実際にパケットをキャプチャしません。

キャプチャ ポイントがアクティブになる前に、一部の健全性チェックが実行されます。キャプチャ ポ
イントは、コア システム フィルタと接続ポイントのどちらも定義されていない場合はアクティブにで

きません。このチェックに失敗したキャプチャ ポイントをアクティブにしようとすると、エラーが生

成されます。

キャプチャおよび表示フィルタを必要に応じて指定します。

Wireshark のキャプチャ ポイントは、数多くの方法で、アクティブになると、非アクティブにすること

ができます。.pcap ファイルにパケットを保存するだけのキャプチャ ポイントは、手動で停止するか、

キャプチャ ポイントが自動的に停止する時間かパケットの制限を指定して設定できます。Wireshark の
キャプチャ フィルタを通過するパケットのみが、パケットの制限のしきい値としてカウントされます。

Wireshark のキャプチャ ポイントがアクティブになると、固定レート フィルタがハードウェアに自動

的に適用され、CPU が Wireshark によって指示されたパケットでフラッディングしないようになりま

す。レート フィルタの短所は、より多くのリソースが使用可能になっても、（必要な場合）レートを超

えて連続するパケットをキャプチャできないということです。

機能の相互作用
ここでは、Wireshark と他の既存機能間の相互対話について説明します。

• レイヤ 2 セキュリティ機能：レイヤ 2 セキュリティ機能（ポート セキュリティ、MAC アドレス 
フィルタリングおよびスパニングツリーなど）によってドロップされたパケットは、Wireshark に
よってキャプチャされません （これは、SPAN の動作とは異なります）。

• 分類ベースのセキュリティ機能：ACL および IPSG などの入力分類ベースのセキュリティ機能に

よってドロップされたパケットは、同じ層での接続ポイント（レイヤ 2 またはレイヤ 3）に接続す

る Wireshark のキャプチャ ポイントによってキャプチャされません。出力分類ベースのセキュリ

ティ機能によってドロップされたパケットは、同じ層での接続ポイントに接続する Wireshark の
キャプチャ ポイントによってキャプチャされます。論理モデルは、Wireshark の接続ポイントが、

入力側のセキュリティ機能のルックアップ後、およびこれとは対称的に出力側のセキュリティ機能

のルックアップ前に発生することです。

入力方向のレイヤ 2 接続ポイントに接続する Wireshark のキャプチャ ポリシーは、レイヤ 3 分類

ベースのセキュリティ機能によりドロップされたパケットをキャプチャします。対照的に、出力方

向のレイヤ 3 接続ポイントに接続する Wireshark のキャプチャ ポリシーは、レイヤ 2 分類ベース

のセキュリティ機能によりドロップされたパケットをキャプチャします。

• ルーテッド ポートおよびレイヤ 3 ポート チャネル：ルーテッド ポートまたはレイヤ 3 のポート 
チャネルが Wireshark の接続ポイントとして使用されている場合、ポリシーはレイヤ 3. で接続さ

れたとして扱われます。このように、Wireshark はインターフェイスによってルーティングされる

パケットだけをキャプチャします。
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• VLAN：VLAN が Wireshark の接続ポイントとして使用されている場合、パケットは両方向で

キャプチャされます。VLAN でブリッジングされるパケットは、2 つのコピー（1 つは入力用、も

う 1 つは出力用）を生成します。

• プライベート VLAN：セカンダリ PVLAN は Wireshark の接続ポイントとして拒否されます。

Wireshark 接続ポイントとしてプライマリ PVLAN を使用すると、プライマリおよび関連するすべ

てのセカンダリのパケットのキャプチャをイネーブル化します。実質的には、PV ドメイン全体が

接続ポイントです。

• リダイレクション機能：PBR と WCCP などのレイヤ 3 リダイレクト トラフィックが、入力方向の

レイヤ 3 の Wireshark の接続ポイントより論理的に後である機能。したがって、Wireshark は 後

に他のレイヤ 3 インターフェイスからリダイレクトされても、このようなパケットをキャプチャし

ます。これとは対照的に、出力機能では、出力 WCCP などのレイヤ 3 リダイレクト トラフィック

が、レイヤ 3 の Wireshark の接続ポイントより論理的に前となります。したがって、Wireshark は
これらをキャプチャしません。

• 他の分類のコピー機能：ロール ベースおよびセキュリティ検索の種類からパケットのコピーを生

成し、このようなパケットの複数のコピーが生成される他の分類ベースの機能は、Wireshark と互

換性があります。

• SPAN：Wireshark と SPAN 送信元には互換性があります。SPAN 送信元および Wireshark 接続ポ

イントとしてインターフェイスを設定すると、同時にサポートされます。Wireshark の接続ポイン

トとして SPAN 宛先ポートを設定することはサポートされていません。

入力および出力分類には 4 つの分類の結果があります。入力方向は、ロール ベース、セキュリティ、

QoS、転送の上書きの順序になります。出力方向は、転送の上書き、ロール ベース、セキュリティ、

QoS の順序になります。

入力側では、Wireshark のキャプチャ機能は、転送の上書きの結果タイプになり、他の FO 機能（マル

チキャスト ローカル ソースのキャプチャ、PBR、入力 WCCP など）の上で優先されます。これは、

Wireshark でキャプチャされたパケットが、PBR または WCCP によるすべてのリダイレクトの前にあ

ることを意味します。また、セキュリティ ACL が FO 関連機能よりも前に適用されるため、セキュリ

ティ ACL によってドロップされたパケットは、Wireshark がキャプチャされません。

出力側では、Wireshark のキャプチャ機能は、転送上書きの結果タイプになり、他の FO 機能（出力 
WCCP など）の下で優先されます。これは、他の出力 FO 機能が適用されない場合にだけ、Wireshark 
がパケットをキャプチャすることを意味します。

Wireshark の設定
Wireshark 機能を設定するための CLI は、この機能が EXEC モードで実際に使用できる要件のため、

標準です。設定サブモード（キャプチャ ポイントの定義など）で通常発生するアクションは、EXEC 
モードで代わりに処理されます。すべての主要コマンドは EXEC モード コマンドであるため、

NVGEN の対象ではなく、NSF/SSO のシナリオのスタンバイ スーパーバイザに同期されません。

ここでは、Wireshark の設定方法について説明します。

• 「デフォルトの Wireshark の設定」（P.56-8）

• 「Wireshark の設定時の注意事項」（P.56-8）

• 「キャプチャ ポイントの定義、変更、削除」（P.56-8）

• 「キャプチャ ポイントをアクティブまたは非アクティブにする」（P.56-11）
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デフォルトの Wireshark の設定

表 56-1 に、デフォルトの Wireshark の設定を示します。

Wireshark の設定時の注意事項

Wireshark を設定する場合は、次の点を確認します。

• トラフィックは、Wireshark ポリシーが適用されているインターフェイスでアクティブです。

• フィルタ規則がトラフィックに一致します。

• 必須パラメータが設定されます。

キャプチャ ポイントの定義、変更、削除

オプションの値を指定する手順は、順番にリストされますが、任意の順序で実行できます。1 行、2 行、

または複数行で指定できます。複数となる接続ポイントを除き、次の順序で同じオプションを再指定す

ることにより、値を 新の値で置き換えることができます。

ステップ 1 キャプチャ ポイントを識別する名前を定義します。

ステップ 2 キャプチャ ポイントが関連付けられている接続ポイントを指定します。

複数の接続ポイントが指定されることがあります。範囲のサポートは、接続ポイントを追加および削除

するにも使用できます。

ステップ 3 ACL または class-map で明示的に定義されたコア システム フィルタを定義します。

ステップ 4 セッション制限を指定します（キャプチャされた秒単位またはパケット単位で）。

ステップ 5 Wireshark が保持するパケット セグメント長を指定します。

ステップ 6 キャプチャ ポイントがパケットを表示するだけでなくキャプチャできるようにする場合は、ファイル

のアソシエーションを指定します。

ステップ 7 トラフィック バーストの処理に Wireshark で使用されるメモリ バッファのサイズを指定します。

表 56-1 デフォルトの Wireshark の設定

機能 デフォルト設定

時間 制限なし

パケット 制限なし

パケット長 制限なし（フル パケット）

ファイル サイズ 制限なし

リング ファイル ストレージ No

バッファのストレージ モード 線形
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キャプチャ ポイントを定義、変更、または削除するには、次のコマンドを入力します。

コマンド 目的

コア フィルタとしてアクセス リストまたはクラス マップを

指定するには、monitor capture {access-list | class-map} コ
マンドを使用します。フィルタを削除するには、このコマン

ドの no 形式を使用します。

monitor capture name {access-list name | class-map 
name}

キャプチャ バッファの内容をクリアするか、ファイルにパ

ケットを保存するには、monitor capture [clear | export 
filename] コマンドを使用します。

monitor capture name [clear] [export filename]

キャプチャ ポイントを指定されたパラメータで定義します。
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コマンド 目的

方向を持つ 1 つ以上の接続ポイントを指定するには、

monitor capture [interface | vlan | control-plane] コマンド

を使用します。接続ポイントを削除するには、このコマンド

の no 形式を使用します。

monitor capture name [{interface name | vlan num | 
control-plane} {in | out | both}

キャプチャ宛先を指定するには、monitor capture コマンド

を使用します。詳細を削除するには、このコマンドの no 形
式を使用します。

monitor capture name [[file location filename 
[buffer-size <1-100>] [ring <2-10>] [size <1-100>]] 
| [buffer [circular] size <1-100>]]

キャプチャの制限を指定するには、monitor capture limit 
コマンドを使用します。制限を削除するには、このコマンド

の no 形式を使用します。

[no] monitor capture name limit {duration seconds] 
[packet-length size] [packets num]

明示的にインライン コア フィルタを定義するには、

monitor capture mycap match コマンドを使用します。こ

れを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。

Switch# [no] monitor capture mycap match {any | mac 
mac-match-string | ipv4 ipv4-match-string | ipv6 
ipv6-match-string}

MAC 用のフィルタを使用するには、次の形式を使用しま

す。

Switch# [no] monitor capture mycap match mac 
{src-mac-addr src-mac-mask | any | host 
src-mac-addr} | {dest-mac-addr dest-mac-mask | any | 
host dest-mac-addr}

IPv4/IPv6 用のフィルタを使用するには、次の形式の 1 つを

使用します。

Switch# [no] monitor capture mycap match {ipv4 | 
ipv6} [src-prefix/length | any | host src-ip-addr] 
[dest-prefix/length | any | host dest-ip-addr]

Switch# [no] monitor capture mycap match {ipv4 | 
ipv6} proto {tcp | udp} [src-prefix/length | any | 
host src-ip-addr] [eq | gt | lt | neq <0-65535>] 
[dest-prefix/length | any | host dest-ip-addr] [eq | 
gt | lt | neq <0-65535>]

キャプチャ ポイントを開始または停止するには、monitor 
capture コマンドを使用します。

monitor capture name start [capture-filter 
filter-string] [display [display-filter 
filter-string]] [brief | detailed | dump | stop]

キャプチャ ポイントを指定されたパラメータで定義します。
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例

ここでは、次の例を示します。

• 「キャプチャ ファイルの関連付け /関連付け解除」（P.56-11）

• 「パケット バーストの処理にメモリ バッファ サイズを指定する」（P.56-11）

• 「IPv4 と IPv6 の両方の TCP トラフィックに一致するように、明示的なコア システム フィルタを

定義する」（P.56-11）

• 「既存の ACL またはクラス マップを使用してコア システム フィルタを定義する」（P.56-11）

キャプチャ ファイルの関連付け /関連付け解除

Switch# monitor capture point mycap file location bootdisk:mycap.pcap

Switch# no monitor capture mycap file

パケット バーストの処理にメモリ バッファ サイズを指定する

Switch# monitor capture mycap buffer-size 1000000

IPv4 と IPv6 の両方の TCP トラフィックに一致するように、明示的なコア システム フィルタを定義する

Switch# monitor capture mycap match any protocol tcp

既存の ACL またはクラス マップを使用してコア システム フィルタを定義する

Switch# monitor capture mycap match access-list myacl

Switch# monitor capture mycap match class-map mycm

キャプチャ ポイントをアクティブまたは非アクティブにする

接続ポイントとコア システム フィルタが定義されておらず、関連するファイル名（存在する場合）が

すでにある場合、キャプチャ ポイントをアクティブにできません。関連するファイル名のないキャプ

チャ ポイントだけが、表示するためにアクティブにできます。キャプチャ フィルタまたは表示フィル

タが指定されていない場合、コア システム フィルタによってキャプチャされたすべてのパケットが表

示されます。デフォルトの表示モードは brief です。

キャプチャ ポイントをアクティブまたは非アクティブにするには、このコマンドを入力します。

例

次の例があります。

• 「キャプチャ フィルタを使用したキャプチャ ポイントのアクティブ化」（P.56-12）

コマンド 目的

Switch# monitor capture name start [capture-filter 
filter-string] [display [display-filter 
filter-string]] [brief | detailed | dump]

Switch# monitor capture name stop

キャプチャ ポイントをアクティブにします。

キャプチャ ポイントを非アクティブにします。
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• 「ライブ トラフィック用の表示フィルタを使用したキャプチャ ポイントのアクティブ化」

（P.56-12）

キャプチャ フィルタを使用したキャプチャ ポイントのアクティブ化

Switch# monitor capture mycap start capture-filter "net 10.1.1.0 0.0.0.255 and port 80"

ライブ トラフィック用の表示フィルタを使用したキャプチャ ポイントのアクティブ化

Switch# monitor capture mycap start display display-filter "net 10.1.1.0 0.0.0.255 and 
port 80"

注意事項および制約事項
次の点に注意してください。

• パケット キャプチャが入力方向でイネーブルの場合、一致するパケットは、 初の 15 秒間、CPU 
でのソフトウェア ベースの検索が行われます。この間に、CPU 使用率が高く、キャプチャ レート

が低くなります。

• パケット キャプチャが出力方向でイネーブルの場合、パケットは 初の 15 秒でキャプチャされま

せん。

• インターフェイスの出力方向にキャプチャされたパケットは、スイッチの書き換えによって行われ

た変更（TTL、VLAN タグ cos、チェックサム、および MAC アドレスなど）が反映されないこと

もあります。

• 別の論理ポートに属する物理ポートでのキャプチャはサポートされない場合があります。たとえ

ば、EtherChannel メンバー ポートのキャプチャはサポートされません。

• ファイル サイズによる循環ファイル ストレージおよび制限はサポートされません。

• Wireshark は、キャプチャ ポイントの class-map フィルタを次のいずれかに一致させようとする

と、IPv6 パケットをキャプチャできません。

– 拡張ヘッダーの次にホップバイホップ ヘッダーが続く（CSCtt16385 経由）

– DSCP 値（CSCtx75765 経由）

ベスト プラクティス
次の点に注意してください。

• Wireshark のパケット キャプチャが進行していても、ハードウェア転送が同時に発生します。

• Wireshark のキャプチャを起動する前に、CPU 使用率が過剰になっていないことと、十分なメモリ

が利用できることを必ず確認してください。

• ストレージでファイルにパケットを保存する場合は、キャプチャを開始する前に十分なスペースが

利用できることを確認します。

• Wireshark のキャプチャ中の CPU 使用率は、Wireshark のキャプチャ用に設定された基準に一致す

るパケットの数と、一致したパケット用のアクション（ストア、デコードして表示、あるいはこの

両方）によって異なります。

• Wireshark のキャプチャ ポイント コマンドから利用できるように、（パケット番号やキャプチャ期

間などの）パラメータで、パケット キャプチャをほぼ常時制限する必要があります。
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• パケット転送はハードウェアで通常発生するため、パケットは、ソフトウェア処理のために CPU 
にコピーされません。Wireshark のパケット キャプチャの場合、パケットは CPU にコピーされ、

配信されて、これが CPU 使用率の増加につながります。

CPU 使用率を高くしないようにするには、次の手順を実行します。

– 関連ポートだけに接続します。

– 一致条件を表現するには、クラス マップを、二次的に、アクセス リストを使用します。どち

らも 適ではない場合は、明示的な、インライン フィルタを使用します。

– フィルタ規則に正しく準拠させます。不要なトラフィックを引き起こす、緩やかな ACL を使

用してではなく、非常に制限されたアクセス リストを使用して、関心のある正確なトラ

フィックで一致させるため、トラフィック タイプ（たとえば、IPv4 のみ）を制限できます。

• パケット キャプチャを短い期間または小さなパケット番号に常に制限します。次のパラメータに

より、これができるようになります。

– キャプチャ期間

– キャプチャされたパケットの数

– ファイル サイズ

– パケットのセグメント サイズ

• コア フィルタに一致するトラフィックが非常に小さいことがわかっている場合、制限なしでセッ

ションを起動できます。

• 予期しないトラフィックのバーストで CPU 使用率が増加するため、キャプチャ セッションをイ

ネーブルにし、長時間不在にしないでください。

• キャプチャ セッション中に、スイッチのパフォーマンスまたはヘルスに影響する可能性のある 
Wireshark により、高 CPU の使用状況およびメモリ使用状況がないか監視します。こうした状況

が発生した場合、Wireshark セッションをすぐに停止します。

• 大きなファイルの .pcap ファイルからのパケットをデコードして表示することは避けてください。

可能であれば、.pcap ファイルを PC に転送し、PC で Wireshark のアプリケーションを使用しま

す。

• Wireshark インスタンスは 大 8 個まで使用できます。.pcap ファイルまたはキャプチャ バッファ

からパケットをデコードして表示するアクティブな show コマンドは、1 個のインスタンスとして

カウントされます。スイッチでは多くのインスタンスを使用できますが、CPU またはメモリ リ
ソースの浪費を回避するためには、インスタンスの数を 1 個または 2 個に制限する必要がありま

す。

• ACL が入力方向のスイッチでインストールまたは変更されるときは常に、 初の 15 秒間、ソフト

ウェアは、ハードウェアによって送信されるパケット分類の細部を無視し、CPU で受信されるパ

ケットに対してソフトウェア ベースの分類を使用します。これは、システムが少数のパケットだ

けを 初にキャプチャでき、CPU 使用率がこの時間中に高くなることを意味します。

（注） 出力方向では、パケットは 初の 15 秒間キャプチャされません。

• 次の項目は、パケット損失の回避を扱います。

– 高い処理である（特に detailed モード）デコードおよび表示ではなく、 ライブ パケットをキャ

プチャしている間は、ストアのみ使用されます。

– バッファ サイズを増やすには、buffer-size パラメータを使用します。

– フラッシュ ディスクへの書き込みは依然として CPU 中心の操作であるため、キャプチャ レー

トが十分ではない可能性があります。
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– Wireshark のキャプチャ セッションは、パケットがキャプチャされ、処理されるストリーミン

グ モードで正常に動作しています。ただし、少なくとも 32MB のバッファ サイズを指定する

と、Wireshark のキャプチャ セッションが、2 つのフェーズ（キャプチャおよびプロセス）に

分割されるロックステップ モードを自動的にオンにします。キャプチャ フェーズでは、パ

ケットは一時バッファに保存されます。ロックステップ モードの duration パラメータは、

セッション期間ではなくキャプチャ期間として機能します。バッファがいっぱいになったか、

またはキャプチャ期間が終了すると、セッションはプロセス フェーズに移行します。この

フェーズでは、パケットの受信を停止し、バッファでのパケットの処理を開始します。このア

プローチを使用すると、より高いキャプチャのスループットを達成できます。

– ストリーミングのキャプチャ モードは約 1500 pps をサポートします。ロックステップ モード

は約 45Mbps（256 バイト パケットで測定）をサポートします。

• コンソール ウィンドウのライブ パケットをデコードして表示する場合は、Wireshark セッション

が短いキャプチャ期間によって抑制されていることを確認します。（term len 0 コマンドで 
auto-more サポートのない端末を使用している）期間が長い、またはキャプチャ期間がない 
Wireshark セッションでは、コンソールまたは端末が使用できなくなる可能性があります。

• リング ファイルまたはキャプチャ バッファのキャプチャ セッションを起動せず、長時間不在にし

ないでください。これにより、高い CPU/メモリの使用状況が原因でパフォーマンスまたはシステ

ム状態の問題を引き起こす可能性があります。

• 高 CPU を引き起こすライブ トラフィックをキャプチャする必要が避けられない状況では、キャプ

チャが完了するまでは実際のトラフィックを制限するように、QoS ポリシーを一時的に適用する

ことを考慮してください。

Wireshark CLI で注意する項目
次の点に注意してください。

• Wireshark に関連するすべてのコマンドは、EXEC コマンドです。config コマンドは、Wireshark 
にありません。コンフィギュレーション コマンドで、アクセス リストおよびクラス マップを定義

する必要があります。

• キャプチャ ポイントを定義する場合には、特定の順序は適用されません。パラメータは任意の順

序で定義できるため、CLI を許可します。CLI により、1 行にできるだけ多くのパラメータを割り

当て、キャプチャ ポイントを定義するために必要なコマンドの数を制限します。

• 接続ポイントを除くすべてのパラメータが 1 つの値を取ります。通常、コマンドを再発行すること

により、値を新しいものに置き換えることができます。ユーザの確認後にシステムが新しい値を受

け入れ、古い値を上書きします。コマンドの no 形式は、新しい値の入力が不要です。ただし、パ

ラメータを削除するには、このコマンドの no 形式を使用する必要があります。

• Wireshark では 1 つ以上の接続ポイントを指定することができます。複数の接続ポイントを追加す

るには、新しい接続ポイントでコマンドを再入力します。接続ポイントを削除するには、no 形式

を使用します。接続ポイントとしてインターフェイス範囲を指定できます。

• セッションがアクティブな間、キャプチャ ポイントのパラメータは変更できません。いずれかの

パラメータを変更するには、セッションを停止し、変更を行い、セッションを再開します。ただ

し、Wireshark のキャプチャ セッションは、スイッチに汎用で Wireshark プロセスに関係しないた

め、このセッションがアクティブな間、アクセス リストを変更できます。

• 実行するアクションに応じて、一部のパラメータは必須となり、一部は任意となります。CLI によ

り、start コマンドを入力する前に、パラメータを指定または変更することができます。start コマ

ンドを発行すると、必須パラメータが指定されているかどうかを確認し、指定されている場合のみ

開始します。
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• キャプチャ ファイルがすでに存在する場合、警告を出し、続行する前に確認を受信するため、

ファイルが誤って上書きされません。

• コア フィルタは明示的なフィルタ、アクセス リスト、またはクラス マップにできます。これらの

タイプのいずれかのフィルタを新しく指定すると、古いフィルタが置き換えられます。

• 明示的な stop コマンドを使用するか、automore モードに「q」を入力して、Wireshark のセッショ

ンを終了します。セッションは、期間やパケット キャプチャの制限などの停止の条件が満たされ

たときに、自身を自動的に終了することができます。

Wireshark 情報の表示
2 種類の show コマンドが Wireshark でサポートされます（表 56-2）。

例

ここでは、次の例を示します。

• 「.pcap ファイルからの概要出力の表示」（P.56-15）

• 「.pcap ファイルからの詳細出力の表示」（P.56-16）

• 「.pcap ファイルからの 16 進ダンプ出力の表示」（P.56-17）

• 「表示フィルタを使用した .pcap ファイルからのパケットの表示」（P.56-19）

.pcap ファイルからの概要出力の表示

次のコマンドを入力します。

Switch# show monitor capture file bootflash:mycap.pcap
  1   0.000000   10.1.1.140 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  2   1.000000   10.1.1.141 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  3   2.000000   10.1.1.142 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  4   3.000000   10.1.1.143 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  5   4.000000   10.1.1.144 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  6   5.000000   10.1.1.145 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  7   6.000000   10.1.1.146 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  8   7.000000   10.1.1.147 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  9   8.000000   10.1.1.148 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
 10   9.000000   10.1.1.149 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
 11  10.000000   10.1.1.150 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
 12  11.000000   10.1.1.151 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
 13  12.000000   10.1.1.152 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
 14  13.000000   10.1.1.153 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
 15  14.000000   10.1.1.154 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
 16  15.000000   10.1.1.155 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002

表 56-2 MLD スヌーピング情報表示用のコマンド

コマンド 目的

show monitor capture point name キャプチャ ポイント ステートが表示され、キャプチャ ポイントの定義

状況、属性、アクティブ状況を確認することができます。キャプチャ 
ポイントの名前を指定すると、特定のキャプチャ ポイントの細部が表

示されます。

show monitor capture file name 
[display-filter filter-string] [brief | 
detailed | dump]

パケットの送信元として既存の .pcap ファイルを使用して Wireshark を
アクティブにします。表示フィルタが指定されていない場合は、ファ

イルのすべてのパケットが表示されます。デフォルトの表示モードは 
brief です。
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 17  16.000000   10.1.1.156 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
 18  17.000000   10.1.1.157 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
 19  18.000000   10.1.1.158 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
 20  19.000000   10.1.1.159 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
 21  20.000000   10.1.1.160 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
 22  21.000000   10.1.1.161 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
 23  22.000000   10.1.1.162 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
 24  23.000000   10.1.1.163 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
 25  24.000000   10.1.1.164 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
 26  25.000000   10.1.1.165 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
 27  26.000000   10.1.1.166 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
 28  27.000000   10.1.1.167 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
 29  28.000000   10.1.1.168 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
 30  29.000000   10.1.1.169 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
 31  30.000000   10.1.1.170 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
 32  31.000000   10.1.1.171 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
 33  32.000000   10.1.1.172 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
 34  33.000000   10.1.1.173 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
 35  34.000000   10.1.1.174 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
 36  35.000000   10.1.1.175 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
 37  36.000000   10.1.1.176 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
 38  37.000000   10.1.1.177 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
 39  38.000000   10.1.1.178 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
 40  39.000000   10.1.1.179 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
 41  40.000000   10.1.1.180 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
 42  41.000000   10.1.1.181 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
 43  42.000000   10.1.1.182 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
 44  43.000000   10.1.1.183 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
 45  44.000000   10.1.1.184 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
 46  45.000000   10.1.1.185 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
 47  46.000000   10.1.1.186 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
 48  47.000000   10.1.1.187 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
 49  48.000000   10.1.1.188 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
 50  49.000000   10.1.1.189 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
 51  50.000000   10.1.1.190 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
 52  51.000000   10.1.1.191 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
 53  52.000000   10.1.1.192 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
 54  53.000000   10.1.1.193 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
 55  54.000000   10.1.1.194 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
 56  55.000000   10.1.1.195 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
 57  56.000000   10.1.1.196 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
 58  57.000000   10.1.1.197 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
 59  58.000000   10.1.1.198 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002

.pcap ファイルからの詳細出力の表示

次のコマンドを入力します。

Switch# show monitor capture file bootflash:mycap.pcap detailed
Frame 1: 256 bytes on wire (2048 bits), 256 bytes captured (2048 bits)
    Arrival Time: Mar 21, 2012 14:35:09.111993000 PDT
    Epoch Time: 1332365709.111993000 seconds
    [Time delta from previous captured frame: 0.000000000 seconds]
    [Time delta from previous displayed frame: 0.000000000 seconds]
    [Time since reference or first frame: 0.000000000 seconds]
    Frame Number: 1
    Frame Length: 256 bytes (2048 bits)
    Capture Length: 256 bytes (2048 bits)
    [Frame is marked: False]
    [Frame is ignored: False]
    [Protocols in frame: eth:ip:udp:data]
Ethernet II, Src: 00:00:00:00:03:01 (00:00:00:00:03:01), Dst: 54:75:d0:3a:85:3f 
(54:75:d0:3a:85:3f)
    Destination: 54:75:d0:3a:85:3f (54:75:d0:3a:85:3f)
        Address: 54:75:d0:3a:85:3f (54:75:d0:3a:85:3f)
        .... ...0 .... .... .... .... = IG bit: Individual address (unicast)
        .... ..0. .... .... .... .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
    Source: 00:00:00:00:03:01 (00:00:00:00:03:01)
        Address: 00:00:00:00:03:01 (00:00:00:00:03:01)
        .... ...0 .... .... .... .... = IG bit: Individual address (unicast)
        .... ..0. .... .... .... .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
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    Type: IP (0x0800)
    Frame check sequence: 0x03b07f42 [incorrect, should be 0x08fcee78]
Internet Protocol, Src: 10.1.1.140 (10.1.1.140), Dst: 20.1.1.2 (20.1.1.2)
    Version: 4
    Header length: 20 bytes
    Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP 0x00: Default; ECN: 0x00)
        0000 00.. = Differentiated Services Codepoint: Default (0x00)
        .... ..0. = ECN-Capable Transport (ECT): 0
        .... ...0 = ECN-CE: 0
    Total Length: 238
    Identification: 0x0000 (0)
    Flags: 0x00
        0... .... = Reserved bit: Not set
        .0.. .... = Don't fragment: Not set
        ..0. .... = More fragments: Not set
    Fragment offset: 0
    Time to live: 64
    Protocol: UDP (17)
    Header checksum: 0x5970 [correct]
        [Good: True]
        [Bad: False]
    Source: 10.1.1.140 (10.1.1.140)
    Destination: 20.1.1.2 (20.1.1.2)
User Datagram Protocol, Src Port: 20001 (20001), Dst Port: 20002 (20002)
    Source port: 20001 (20001)
    Destination port: 20002 (20002)
    Length: 218
    Checksum: 0x6e2b [validation disabled]
        [Good Checksum: False]
        [Bad Checksum: False]
Data (210 bytes)

0000  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f   ................
0010  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f   ................
0020  20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f    !"#$%&'()*+,-./
0030  30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3a 3b 3c 3d 3e 3f   0123456789:;<=>?
0040  40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f   @ABCDEFGHIJKLMNO
0050  50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5a 5b 5c 5d 5e 5f   PQRSTUVWXYZ[\]^_
0060  60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f   `abcdefghijklmno
0070  70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7a 7b 7c 7d 7e 7f   pqrstuvwxyz{|}~.
0080  80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8a 8b 8c 8d 8e 8f   ................
0090  90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9a 9b 9c 9d 9e 9f   ................
00a0  a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 aa ab ac ad ae af   ................
00b0  b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 ba bb bc bd be bf   ................
00c0  c0 c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 ca cb cc cd ce cf   ................
00d0  d0 d1                                             ..
    Data: 000102030405060708090a0b0c0d0e0f1011121314151617...
    [Length: 210]

Frame 2: 256 bytes on wire (2048 bits), 256 bytes captured (2048 bits)
    Arrival Time: Mar 21, 2012 14:35:10.111993000 PDT

.pcap ファイルからの 16 進ダンプ出力の表示

次のコマンドを入力します。

Switch# show monitor capture file bootflash:mycap.pcap dump
  1   0.000000   10.1.1.140 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 
20002

0000  54 75 d0 3a 85 3f 00 00 00 00 03 01 08 00 45 00   Tu.:.?........E.
0010  00 ee 00 00 00 00 40 11 59 70 0a 01 01 8c 14 01   ......@.Yp......
0020  01 02 4e 21 4e 22 00 da 6e 2b 00 01 02 03 04 05   ..N!N"..n+......
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0030  06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11 12 13 14 15   ................
0040  16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21 22 23 24 25   .......... !"#$%
0050  26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31 32 33 34 35   &'()*+,-./012345
0060  36 37 38 39 3a 3b 3c 3d 3e 3f 40 41 42 43 44 45   6789:;<=>?@ABCDE
0070  46 47 48 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f 50 51 52 53 54 55   FGHIJKLMNOPQRSTU
0080  56 57 58 59 5a 5b 5c 5d 5e 5f 60 61 62 63 64 65   VWXYZ[\]^_`abcde
0090  66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75   fghijklmnopqrstu
00a0  76 77 78 79 7a 7b 7c 7d 7e 7f 80 81 82 83 84 85   vwxyz{|}~.......
00b0  86 87 88 89 8a 8b 8c 8d 8e 8f 90 91 92 93 94 95   ................
00c0  96 97 98 99 9a 9b 9c 9d 9e 9f a0 a1 a2 a3 a4 a5   ................
00d0  a6 a7 a8 a9 aa ab ac ad ae af b0 b1 b2 b3 b4 b5   ................
00e0  b6 b7 b8 b9 ba bb bc bd be bf c0 c1 c2 c3 c4 c5   ................
00f0  c6 c7 c8 c9 ca cb cc cd ce cf d0 d1 03 b0 7f 42   ...............B

  2   1.000000   10.1.1.141 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 
20002

0000  54 75 d0 3a 85 3f 00 00 00 00 03 01 08 00 45 00   Tu.:.?........E.
0010  00 ee 00 00 00 00 40 11 59 6f 0a 01 01 8d 14 01   ......@.Yo......
0020  01 02 4e 21 4e 22 00 da 6e 2a 00 01 02 03 04 05   ..N!N"..n*......
0030  06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11 12 13 14 15   ................
0040  16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21 22 23 24 25   .......... !"#$%
0050  26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31 32 33 34 35   &'()*+,-./012345
0060  36 37 38 39 3a 3b 3c 3d 3e 3f 40 41 42 43 44 45   6789:;<=>?@ABCDE
0070  46 47 48 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f 50 51 52 53 54 55   FGHIJKLMNOPQRSTU
0080  56 57 58 59 5a 5b 5c 5d 5e 5f 60 61 62 63 64 65   VWXYZ[\]^_`abcde
0090  66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75   fghijklmnopqrstu
00a0  76 77 78 79 7a 7b 7c 7d 7e 7f 80 81 82 83 84 85   vwxyz{|}~.......
00b0  86 87 88 89 8a 8b 8c 8d 8e 8f 90 91 92 93 94 95   ................
00c0  96 97 98 99 9a 9b 9c 9d 9e 9f a0 a1 a2 a3 a4 a5   ................
00d0  a6 a7 a8 a9 aa ab ac ad ae af b0 b1 b2 b3 b4 b5   ................
00e0  b6 b7 b8 b9 ba bb bc bd be bf c0 c1 c2 c3 c4 c5   ................
00f0  c6 c7 c8 c9 ca cb cc cd ce cf d0 d1 95 2c c3 3f   .............,.?

  3   2.000000   10.1.1.142 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 
20002

0000  54 75 d0 3a 85 3f 00 00 00 00 03 01 08 00 45 00   Tu.:.?........E.
0010  00 ee 00 00 00 00 40 11 59 6e 0a 01 01 8e 14 01   ......@.Yn......
0020  01 02 4e 21 4e 22 00 da 6e 29 00 01 02 03 04 05   ..N!N"..n)......
0030  06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11 12 13 14 15   ................
0040  16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21 22 23 24 25   .......... !"#$%
0050  26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31 32 33 34 35   &'()*+,-./012345
0060  36 37 38 39 3a 3b 3c 3d 3e 3f 40 41 42 43 44 45   6789:;<=>?@ABCDE
0070  46 47 48 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f 50 51 52 53 54 55   FGHIJKLMNOPQRSTU
0080  56 57 58 59 5a 5b 5c 5d 5e 5f 60 61 62 63 64 65   VWXYZ[\]^_`abcde
0090  66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75   fghijklmnopqrstu
00a0  76 77 78 79 7a 7b 7c 7d 7e 7f 80 81 82 83 84 85   vwxyz{|}~.......
00b0  86 87 88 89 8a 8b 8c 8d 8e 8f 90 91 92 93 94 95   ................
00c0  96 97 98 99 9a 9b 9c 9d 9e 9f a0 a1 a2 a3 a4 a5   ................
00d0  a6 a7 a8 a9 aa ab ac ad ae af b0 b1 b2 b3 b4 b5   ................
00e0  b6 b7 b8 b9 ba bb bc bd be bf c0 c1 c2 c3 c4 c5   ................
00f0  c6 c7 c8 c9 ca cb cc cd ce cf d0 d1 6c f8 dc 14   ............l...

  4   3.000000   10.1.1.143 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 
20002

0000  54 75 d0 3a 85 3f 00 00 00 00 03 01 08 00 45 00   Tu.:.?........E.
0010  00 ee 00 00 00 00 40 11 59 6d 0a 01 01 8f 14 01   ......@.Ym......
0020  01 02 4e 21 4e 22 00 da 6e 28 00 01 02 03 04 05   ..N!N"..n(......
0030  06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11 12 13 14 15   ................
0040  16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21 22 23 24 25   .......... !"#$%
0050  26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31 32 33 34 35   &'()*+,-./012345
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表示フィルタを使用した .pcap ファイルからのパケットの表示

次のコマンドを入力します。

Switch# show monitor capture file bootflash:mycap.pcap display-filter "ip.src == 
10.1.1.140" dump
  1   0.000000   10.1.1.140 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 
20002

0000  54 75 d0 3a 85 3f 00 00 00 00 03 01 08 00 45 00   Tu.:.?........E.
0010  00 ee 00 00 00 00 40 11 59 70 0a 01 01 8c 14 01   ......@.Yp......
0020  01 02 4e 21 4e 22 00 da 6e 2b 00 01 02 03 04 05   ..N!N"..n+......
0030  06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11 12 13 14 15   ................
0040  16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21 22 23 24 25   .......... !"#$%
0050  26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31 32 33 34 35   &'()*+,-./012345
0060  36 37 38 39 3a 3b 3c 3d 3e 3f 40 41 42 43 44 45   6789:;<=>?@ABCDE
0070  46 47 48 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f 50 51 52 53 54 55   FGHIJKLMNOPQRSTU
0080  56 57 58 59 5a 5b 5c 5d 5e 5f 60 61 62 63 64 65   VWXYZ[\]^_`abcde
0090  66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75   fghijklmnopqrstu
00a0  76 77 78 79 7a 7b 7c 7d 7e 7f 80 81 82 83 84 85   vwxyz{|}~.......
00b0  86 87 88 89 8a 8b 8c 8d 8e 8f 90 91 92 93 94 95   ................
00c0  96 97 98 99 9a 9b 9c 9d 9e 9f a0 a1 a2 a3 a4 a5   ................
00d0  a6 a7 a8 a9 aa ab ac ad ae af b0 b1 b2 b3 b4 b5   ................
00e0  b6 b7 b8 b9 ba bb bc bd be bf c0 c1 c2 c3 c4 c5   ................
00f0  c6 c7 c8 c9 ca cb cc cd ce cf d0 d1 03 b0 7f 42   ...............B

使用例
ここでは、次の例を示します。

• 「例 1：単純なキャプチャおよび表示」（P.56-19）

• 「例 2：単純なキャプチャおよび保存」（P.56-20）

• 「例 3：バッファのキャプチャの使用」（P.56-21）

• 「例 4：キャプチャ セッション」（P.56-25）

例 1：単純なキャプチャおよび表示

L3 インターフェイス ギガビット 3/1 でトラフィックを監視するとします。

ステップ 1 関連するトラフィックで一致するキャプチャ ポイントを定義します

Switch# monitor capture mycap interface gi 3/1 in match ipv4 any any 
Switch# monitor capture mycap limit duration 60 packets 100

（注） CPU 使用率の上昇を避けるには、制限として も低いパケット数および時間を設定します。

ステップ 2 キャプチャ ポイントが正しく定義されていることを確認します。

Switch# show monitor capture mycap parameter
   monitor capture mycap interface GigabitEthernet3/1 in
   monitor capture mycap match ipv4  any any 
   monitor capture mycap limit packets 100 duration 60
Switch# show monitor capture mycap
Status Information for Capture mycap 
  Target Type:
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   Interface: GigabitEthernet3/1, Direction: in
  Status : Inactive
  Filter Details:
   IPv4 
    Source IP:  any
    Destination IP:  any
   Protocol: any
  File Details:
   File not associated
  Buffer Details:
   Buffer Type: LINEAR (default)
  Limit Details:
   Number of Packets to capture: 100
   Packet Capture duration: 60

ステップ 3 キャプチャ プロセスを開始し、brief 表示モードを使用して画面に結果を表示します。

Switch# monitor capture mycap start display
  0.000000    10.1.1.30 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  1.000000    10.1.1.31 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  2.000000    10.1.1.32 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  3.000000    10.1.1.33 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  4.000000    10.1.1.34 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  5.000000    10.1.1.35 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  6.000000    10.1.1.36 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  7.000000    10.1.1.37 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  8.000000    10.1.1.38 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  9.000000    10.1.1.39 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002

ステップ 4 次のように、キャプチャ ポイントを削除します。

Switch# no monitor capture mycap

例 2：単純なキャプチャおよび保存

この例は、前のキャプチャおよび表示のシナリオと同様です。ライブ ストリームからのパケットを直

接確認する代わりに、パケットはファイルにキャプチャされます。

ステップ 1 関連するトラフィックに一致するキャプチャ ポイントを定義し、これをファイルに関連付けます。

Switch# monitor capture mycap interface gi 3/1 in match ipv4 any any
Switch# monitor capture mycap limit duration 60 packets 100
Switch# monitor cap mycap file location bootflash:mycap.pcap

ステップ 2 キャプチャ ポイントが正しく定義されていることを確認します。

Switch# show monitor capture mycap parameter
   monitor capture mycap interface GigabitEthernet3/1 in
   monitor capture mycap match ipv4  any any
   monitor capture mycap file location bootflash:mycap.pcap
   monitor capture mycap limit packets 100 duration 60
Switch# show monitor capture mycap
  Target Type:
   Interface: GigabitEthernet3/1, Direction: in
  Status : Inactive
  Filter Details:
   IPv4
    Source IP:  any
    Destination IP:  any
   Protocol: any



56-21
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-25340-01-J

第 56 章      Wireshark の設定

使用例

  File Details:
   Associated file name: bootflash:mycap.pcap
  Buffer Details:
   Buffer Type: LINEAR (default)
  Limit Details:
   Number of Packets to capture: 100
   Packet Capture duration: 60

ステップ 3 パケット キャプチャを起動します

Switch# monitor capture mycap start

ステップ 4 十分な時間が経過すると、キャプチャを停止します。

Switch# monitor capture mycap stop

（注） あるいは、時間の経過またはパケット カウントが一致した後に、キャプチャ操作を自動的に停

止させることもできます。

mycap.pcap ファイルには、キャプチャしたパケットが含まれます。

ステップ 5 パケットを表示します

Switch# show monitor capture file bootflash:mycap.pcap
  0.000000    10.1.1.30 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  1.000000    10.1.1.31 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  2.000000    10.1.1.32 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  3.000000    10.1.1.33 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  4.000000    10.1.1.34 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  5.000000    10.1.1.35 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  6.000000    10.1.1.36 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  7.000000    10.1.1.37 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  8.000000    10.1.1.38 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  9.000000    10.1.1.39 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002

ステップ 6 キャプチャ ポイントを削除します

Switch# no monitor capture mycap

例 3：バッファのキャプチャの使用

次に、バッファのキャプチャ機能を使用する例を示します。

ステップ 1 バッファのキャプチャ オプションでキャプチャ セッションを起動します。

Switch# monitor capture mycap interface gi 3/1 in
Switch# monitor capture mycap match ipv4 any any
Switch# monitor capture mycap buffer circular size 1
Switch# monitor capture mycap start

ステップ 2 キャプチャがアクティブかどうかを確認します。

Switch# show monitor capture mycap

Status Information for Capture mycap
  Target Type:
   Interface: GigabitEthernet3/1, Direction: in
  Status : Active
  Filter Details:
   IPv4
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    Source IP:  any
    Destination IP:  any
   Protocol: any
  File Details:
   File not associated
  Buffer Details:
   Buffer Type: CIRCULAR
   Buffer Size (in MB): 1
  Limit Details:
   limit not set

ステップ 3 バッファ内のパケットを表示します。

Switch# show monitor capture mycap buffer brief
  0.000000   10.1.1.215 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  1.000000   10.1.1.216 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  2.000000   10.1.1.217 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  3.000000   10.1.1.218 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  4.000000   10.1.1.219 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  5.000000   10.1.1.220 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  6.000000   10.1.1.221 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  7.000000   10.1.1.222 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  8.000000   10.1.1.223 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  9.000000   10.1.1.224 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
 10.000000   10.1.1.225 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
 11.000000   10.1.1.226 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
 12.000000   10.1.1.227 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
 13.000000   10.1.1.228 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
 14.000000   10.1.1.229 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
 15.000000   10.1.1.230 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
 16.000000   10.1.1.231 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
 17.000000   10.1.1.232 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
 18.000000   10.1.1.233 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
 19.000000   10.1.1.234 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
 20.000000   10.1.1.235 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
 21.000000   10.1.1.236 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002

パケットがバッファリングされたことがわかります。

ステップ 4 他の表示モードでパケットを表示します。

Switch# show monitor capture mycap buffer detailed
Frame 1: 256 bytes on wire (2048 bits), 256 bytes captured (2048 bits)
    Arrival Time: Apr 15, 2012 15:50:02.398966000 PDT
    Epoch Time: 1334530202.398966000 seconds
    [Time delta from previous captured frame: 0.000000000 seconds]
    [Time delta from previous displayed frame: 0.000000000 seconds]
    [Time since reference or first frame: 0.000000000 seconds]
    Frame Number: 1
    Frame Length: 256 bytes (2048 bits)
    Capture Length: 256 bytes (2048 bits)
    [Frame is marked: False]
    [Frame is ignored: False]
    [Protocols in frame: eth:ip:udp:data]
Ethernet II, Src: 00:00:00:00:03:01 (00:00:00:00:03:01), Dst: 54:75:d0:3a:85:3f 
(54:75:d0:3a:85:3f)
    Destination: 54:75:d0:3a:85:3f (54:75:d0:3a:85:3f)
        Address: 54:75:d0:3a:85:3f (54:75:d0:3a:85:3f)
        .... ...0 .... .... .... .... = IG bit: Individual address (unicast)
        .... ..0. .... .... .... .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
    Source: 00:00:00:00:03:01 (00:00:00:00:03:01)
        Address: 00:00:00:00:03:01 (00:00:00:00:03:01)
        .... ...0 .... .... .... .... = IG bit: Individual address (unicast)
        .... ..0. .... .... .... .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
…
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Switch# show monitor capture mycap buffer dump
  0.000000   10.1.1.215 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002

0000  54 75 d0 3a 85 3f 00 00 00 00 03 01 08 00 45 00   Tu.:.?........E.
0010  00 ee 00 00 00 00 40 11 59 25 0a 01 01 d7 14 01   ......@.Y%......
0020  01 02 4e 21 4e 22 00 da 6d e0 00 01 02 03 04 05   ..N!N"..m.......
0030  06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11 12 13 14 15   ................
0040  16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21 22 23 24 25   .......... !"#$%
0050  26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31 32 33 34 35   &'()*+,-./012345
0060  36 37 38 39 3a 3b 3c 3d 3e 3f 40 41 42 43 44 45   6789:;<=>?@ABCDE
0070  46 47 48 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f 50 51 52 53 54 55   FGHIJKLMNOPQRSTU
0080  56 57 58 59 5a 5b 5c 5d 5e 5f 60 61 62 63 64 65   VWXYZ[\]^_`abcde
0090  66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75   fghijklmnopqrstu
00a0  76 77 78 79 7a 7b 7c 7d 7e 7f 80 81 82 83 84 85   vwxyz{|}~.......
00b0  86 87 88 89 8a 8b 8c 8d 8e 8f 90 91 92 93 94 95   ................
00c0  96 97 98 99 9a 9b 9c 9d 9e 9f a0 a1 a2 a3 a4 a5   ................
00d0  a6 a7 a8 a9 aa ab ac ad ae af b0 b1 b2 b3 b4 b5   ................
00e0  b6 b7 b8 b9 ba bb bc bd be bf c0 c1 c2 c3 c4 c5   ................
00f0  c6 c7 c8 c9 ca cb cc cd ce cf d0 d1 03 3e d0 33   .............>.3

ステップ 5 バッファを一度クリアし、10 秒待機した後トラフィックを停止します。

Switch# monitor capture mycap clear

10 秒待機し、トラフィックを停止します。

時間の空白で繰り返されるパケットを表示し、同じセットのパケットが表示されることを確認します。

Switch# show monitor capture mycap buffer brief
  0.000000     10.1.1.2 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  1.000000     10.1.1.3 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  2.000000     10.1.1.4 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  3.000000     10.1.1.5 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  4.000000     10.1.1.6 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  5.000000     10.1.1.7 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  6.000000     10.1.1.8 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  7.000000     10.1.1.9 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  8.000000    10.1.1.10 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  9.000000    10.1.1.11 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002

[Wait for about 10 secs]

Switch# show monitor capture mycap buffer brief
  0.000000     10.1.1.2 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  1.000000     10.1.1.3 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  2.000000     10.1.1.4 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  3.000000     10.1.1.5 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  4.000000     10.1.1.6 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  5.000000     10.1.1.7 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  6.000000     10.1.1.8 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  7.000000     10.1.1.9 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  8.000000    10.1.1.10 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  9.000000    10.1.1.11 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002

[Wait for about 10 secs]

Switch# show monitor capture mycap buffer brief
  0.000000     10.1.1.2 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  1.000000     10.1.1.3 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  2.000000     10.1.1.4 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  3.000000     10.1.1.5 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  4.000000     10.1.1.6 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  5.000000     10.1.1.7 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  6.000000     10.1.1.8 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  7.000000     10.1.1.9 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
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  8.000000    10.1.1.10 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  9.000000    10.1.1.11 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002

ステップ 6 バッファからのパケットをクリアします。

Switch# monitor capture mycap clear

ステップ 7 バッファが空になったことを確認します。

Switch# show monitor capture mycap buffer brief

ステップ 8 約 10 秒待機してから、次を実行します。

Switch# show monitor capture mycap buffer brief

ステップ 9 トラフィックを再起動してから、約 10 秒待機し、次の手順を実行します。

Switch# show monitor capture mycap buffer brief
  0.000000     10.1.1.2 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  1.000000     10.1.1.3 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  2.000000     10.1.1.4 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  3.000000     10.1.1.5 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  4.000000     10.1.1.6 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  5.000000     10.1.1.7 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  6.000000     10.1.1.8 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  7.000000     10.1.1.9 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  8.000000    10.1.1.10 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  9.000000    10.1.1.11 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
 10.000000    10.1.1.12 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002

ステップ 10 内部「bootflash:」ストレージ デバイスにあるファイル mycap1.pcap に、バッファ内のパケットを保存

します。

Switch# monitor capture mycap export bootflash:mycap1.pcap
Exported Successfully

ステップ 11 ファイルが作成され、パケットがあることを確認します。

Switch# dir bootflash:mycap1.pcap
Directory of bootflash:/mycap1.pcap

14758  -rw-       20152  Apr 15 2012 16:00:28 -07:00  mycap1.pcap

831541248 bytes total (831340544 bytes free)
Switch# show monitor capture file bootflash:mycap1.pcap brief
  1   0.000000     10.1.1.2 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 
20002
  2   1.000000     10.1.1.3 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 
20002
  3   2.000000     10.1.1.4 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 
20002
  4   3.000000     10.1.1.5 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 
20002
  5   4.000000     10.1.1.6 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 
20002
  6   5.000000     10.1.1.7 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 
20002
  7   6.000000     10.1.1.8 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 
20002
  8   7.000000     10.1.1.9 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 
20002
  9   8.000000    10.1.1.10 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 
20002
 10   9.000000    10.1.1.11 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 
20002
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 11  10.000000    10.1.1.12 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 
20002
 12  11.000000    10.1.1.13 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 
20002
 13  12.000000    10.1.1.14 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 
20002
 14  13.000000    10.1.1.15 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 
20002
 15  14.000000    10.1.1.16 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 
20002
 16  15.000000    10.1.1.17 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 
20002

ステップ 12 パケット キャプチャを停止し、バッファの内容を表示します。

Switch# monitor capture mycap stop
Switch# show monitor capture mycap buffer brief
  0.000000     10.1.1.2 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  1.000000     10.1.1.3 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  2.000000     10.1.1.4 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  3.000000     10.1.1.5 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  4.000000     10.1.1.6 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  5.000000     10.1.1.7 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  6.000000     10.1.1.8 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  7.000000     10.1.1.9 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  8.000000    10.1.1.10 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  9.000000    10.1.1.11 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
 10.000000    10.1.1.12 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
 11.000000    10.1.1.13 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002

ステップ 13 バッファをクリアし、バッファからのパケットを表示します

Switch# monitor capture mycap clear
Switch# show monitor capture mycap buffer brief

ステップ 14 キャプチャ ポイントを削除します。

Switch# no monitor capture mycap

例 4：キャプチャ セッション

次の例に、さまざまなモードでのキャプチャ セッションの開始と停止の例を示します。

Switch# monitor capture mycap int gi 3/1 in match ipv4 any any
Switch# monitor capture mycap file location bootflash:mycap.pcap
Switch# monitor capture mycap limit packets 100 duration 60

Switch# monitor capture mycap start
Switch#
Switch# monitor capture mycap stop
Switch# monitor capture mycap start capture-filter "udp.port == 20001"
Switch# monitor capture mycap stop
Switch# monitor capture mycap start capture-filter "udp.port == 20001" display
A file by the same capture file name already exists, overwrite?[confirm]

  0.000000     10.1.1.9 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  0.000000    10.1.1.10 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  0.000000    10.1.1.11 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  0.000000    10.1.1.12 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  0.000000    10.1.1.13 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  0.000000    10.1.1.14 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
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  0.000000    10.1.1.15 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  0.000000    10.1.1.16 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  0.000000    10.1.1.17 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  0.000000    10.1.1.18 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  0.000000    10.1.1.19 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  0.000000    10.1.1.20 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  0.000000    10.1.1.21 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  0.000000    10.1.1.22 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  0.000000    10.1.1.23 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  0.000000    10.1.1.24 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  0.000000    10.1.1.25 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  0.000000    10.1.1.26 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  0.000000    10.1.1.27 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  0.000000    10.1.1.28 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  0.000000    10.1.1.29 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  0.000000    10.1.1.30 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002

Switch# monitor capture mycap start capture-filter "udp.port == 20001" display 
display-filter "udp.port == 20002"
%Display-filter cannot be specified when capture is associated to a file. Ignoring  
display  filter%
A file by the same capture file name already exists, overwrite?[confirm]

  0.000000    10.1.1.96 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  0.000000    10.1.1.97 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  0.000000    10.1.1.98 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  0.000000    10.1.1.99 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  0.000000   10.1.1.100 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  0.000000   10.1.1.101 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  0.000000   10.1.1.102 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  0.000000   10.1.1.103 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  0.000000   10.1.1.104 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  0.000000   10.1.1.105 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  0.000000   10.1.1.106 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  0.000000   10.1.1.107 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  0.000000   10.1.1.108 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  0.000000   10.1.1.109 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002

Switch# monitor capture mycap start capture-filter "udp.port == 20001" display 
display-filter "udp.port == 20002" detailed
%Display-filter cannot be specified when capture is associated to a file. Ignoring  
display  filter%
A file by the same capture file name already exists, overwrite?[confirm]

Frame 1: 256 bytes on wire (2048 bits), 256 bytes captured (2048 bits)
    Arrival Time: Dec 31, 1969 17:00:00.000000000 PDT
    Epoch Time: 0.000000000 seconds
    [Time delta from previous captured frame: 0.000000000 seconds]
    [Time delta from previous displayed frame: 0.000000000 seconds]
    [Time since reference or first frame: 0.000000000 seconds]
    Frame Number: 1
    Frame Length: 256 bytes (2048 bits)
    Capture Length: 256 bytes (2048 bits)
    [Frame is marked: False]
    [Frame is ignored: False]
    [Protocols in frame: eth:ip:udp:data]
Ethernet II, Src: 00:00:00:00:03:01 (00:00:00:00:03:01), Dst: 54:75:d0:3a:85:3f 
(54:75:d0:3a:85:3f)
    Destination: 54:75:d0:3a:85:3f (54:75:d0:3a:85:3f)
        Address: 54:75:d0:3a:85:3f (54:75:d0:3a:85:3f)
        .... ...0 .... .... .... .... = IG bit: Individual address (unicast)
        .... ..0. .... .... .... .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
    Source: 00:00:00:00:03:01 (00:00:00:00:03:01)
        Address: 00:00:00:00:03:01 (00:00:00:00:03:01)
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        .... ...0 .... .... .... .... = IG bit: Individual address (unicast)
        .... ..0. .... .... .... .... = LG bit: Globally unique address (factory default)

Switch# monitor capture mycap start capture-filter "udp.port == 20001" display dump
A file by the same capture file name already exists, overwrite?[confirm]

  0.000000     10.1.1.6 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002

0000  54 75 d0 3a 85 3f 00 00 00 00 03 01 08 00 45 00   Tu.:.?........E.
0010  00 ee 00 00 00 00 40 11 59 f6 0a 01 01 06 14 01   ......@.Y.......
0020  01 02 4e 21 4e 22 00 da 6e b1 00 01 02 03 04 05   ..N!N"..n.......
0030  06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11 12 13 14 15   ................
0040  16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21 22 23 24 25   .......... !"#$%
0050  26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31 32 33 34 35   &'()*+,-./012345
0060  36 37 38 39 3a 3b 3c 3d 3e 3f 40 41 42 43 44 45   6789:;<=>?@ABCDE
0070  46 47 48 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f 50 51 52 53 54 55   FGHIJKLMNOPQRSTU
0080  56 57 58 59 5a 5b 5c 5d 5e 5f 60 61 62 63 64 65   VWXYZ[\]^_`abcde
0090  66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75   fghijklmnopqrstu
00a0  76 77 78 79 7a 7b 7c 7d 7e 7f 80 81 82 83 84 85   vwxyz{|}~.......
00b0  86 87 88 89 8a 8b 8c 8d 8e 8f 90 91 92 93 94 95   ................
00c0  96 97 98 99 9a 9b 9c 9d 9e 9f a0 a1 a2 a3 a4 a5   ................
00d0  a6 a7 a8 a9 aa ab ac ad ae af b0 b1 b2 b3 b4 b5   ................
00e0  b6 b7 b8 b9 ba bb bc bd be bf c0 c1 c2 c3 c4 c5   ................
00f0  c6 c7 c8 c9 ca cb cc cd ce cf d0 d1 ac 69 6e fd   .............in.

  0.000000     10.1.1.7 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002

Switch# monitor capture mycap start display display-filter "udp.port == 20002"
%Display-filter cannot be specified when capture is associated to a file. Ignoring  
display  filter%
A file by the same capture file name already exists, overwrite?[confirm]

  0.000000    10.1.1.41 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  1.000000    10.1.1.42 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  2.000000    10.1.1.43 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  3.000000    10.1.1.44 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  4.000000    10.1.1.45 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  5.000000    10.1.1.46 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  5.998993    10.1.1.47 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  6.998993    10.1.1.48 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  7.998993    10.1.1.49 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  8.998993    10.1.1.50 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  9.998993    10.1.1.51 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
 10.998993    10.1.1.52 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002

Switch# monitor capture mycap start display display-filter "udp.port == 20002" dump
%Display-filter cannot be specified when capture is associated to a file. Ignoring  
display  filter%
A file by the same capture file name already exists, overwrite?[confirm]

  0.000000   10.1.1.117 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002

0000  54 75 d0 3a 85 3f 00 00 00 00 03 01 08 00 45 00   Tu.:.?........E.
0010  00 ee 00 00 00 00 40 11 59 87 0a 01 01 75 14 01   ......@.Y....u..
0020  01 02 4e 21 4e 22 00 da 6e 42 00 01 02 03 04 05   ..N!N"..nB......
0030  06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11 12 13 14 15   ................
0040  16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21 22 23 24 25   .......... !"#$%
0050  26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31 32 33 34 35   &'()*+,-./012345
0060  36 37 38 39 3a 3b 3c 3d 3e 3f 40 41 42 43 44 45   6789:;<=>?@ABCDE
0070  46 47 48 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f 50 51 52 53 54 55   FGHIJKLMNOPQRSTU
0080  56 57 58 59 5a 5b 5c 5d 5e 5f 60 61 62 63 64 65   VWXYZ[\]^_`abcde
0090  66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75   fghijklmnopqrstu
00a0  76 77 78 79 7a 7b 7c 7d 7e 7f 80 81 82 83 84 85   vwxyz{|}~.......
00b0  86 87 88 89 8a 8b 8c 8d 8e 8f 90 91 92 93 94 95   ................
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00c0  96 97 98 99 9a 9b 9c 9d 9e 9f a0 a1 a2 a3 a4 a5   ................
00d0  a6 a7 a8 a9 aa ab ac ad ae af b0 b1 b2 b3 b4 b5   ................
00e0  b6 b7 b8 b9 ba bb bc bd be bf c0 c1 c2 c3 c4 c5   ................
00f0  c6 c7 c8 c9 ca cb cc cd ce cf d0 d1 41 0c b4 5d   ............A..]

  1.000000   10.1.1.118 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002

Switch# no monitor capture mycap file

Switch# monitor capture mycap start display display-filter "udp.port == 20002" dump

  0.000000   10.1.1.160 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002

0000  54 75 d0 3a 85 3f 00 00 00 00 03 01 08 00 45 00   Tu.:.?........E.
0010  00 ee 00 00 00 00 40 11 59 5c 0a 01 01 a0 14 01   ......@.Y\......
0020  01 02 4e 21 4e 22 00 da 6e 17 00 01 02 03 04 05   ..N!N"..n.......
0030  06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11 12 13 14 15   ................
0040  16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21 22 23 24 25   .......... !"#$%
0050  26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31 32 33 34 35   &'()*+,-./012345
0060  36 37 38 39 3a 3b 3c 3d 3e 3f 40 41 42 43 44 45   6789:;<=>?@ABCDE
0070  46 47 48 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f 50 51 52 53 54 55   FGHIJKLMNOPQRSTU
0080  56 57 58 59 5a 5b 5c 5d 5e 5f 60 61 62 63 64 65   VWXYZ[\]^_`abcde
0090  66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75   fghijklmnopqrstu
00a0  76 77 78 79 7a 7b 7c 7d 7e 7f 80 81 82 83 84 85   vwxyz{|}~.......
00b0  86 87 88 89 8a 8b 8c 8d 8e 8f 90 91 92 93 94 95   ................
00c0  96 97 98 99 9a 9b 9c 9d 9e 9f a0 a1 a2 a3 a4 a5   ................
00d0  a6 a7 a8 a9 aa ab ac ad ae af b0 b1 b2 b3 b4 b5   ................
00e0  b6 b7 b8 b9 ba bb bc bd be bf c0 c1 c2 c3 c4 c5   ................
00f0  c6 c7 c8 c9 ca cb cc cd ce cf d0 d1 9f 20 8a e5   ............. ..

  1.000000   10.1.1.161 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002

Switch# monitor capture mycap start display display-filter "udp.port == 20002"

  0.000000   10.1.1.173 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  1.000000   10.1.1.174 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  2.000000   10.1.1.175 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  3.000000   10.1.1.176 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  4.000000   10.1.1.177 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  5.000000   10.1.1.178 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  6.000000   10.1.1.179 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  7.000000   10.1.1.180 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  8.000000   10.1.1.181 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
  9.000000   10.1.1.182 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
 10.000000   10.1.1.183 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
 11.000000   10.1.1.184 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002
 12.000000   10.1.1.185 -> 20.1.1.2     UDP Source port: 20001  Destination port: 20002

Switch# monitor capture mycap start display detailed

Frame 1: 256 bytes on wire (2048 bits), 256 bytes captured (2048 bits)
    Arrival Time: Apr 12, 2012 11:46:54.245974000 PDT
    Epoch Time: 1334256414.245974000 seconds
    [Time delta from previous captured frame: 0.000000000 seconds]
    [Time delta from previous displayed frame: 0.000000000 seconds]
    [Time since reference or first frame: 0.000000000 seconds]
    Frame Number: 1
    Frame Length: 256 bytes (2048 bits)
    Capture Length: 256 bytes (2048 bits)
    [Frame is marked: False]
    [Frame is ignored: False]
    [Protocols in frame: eth:ip:udp:data]
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使用例

Ethernet II, Src: 00:00:00:00:03:01 (00:00:00:00:03:01), Dst: 54:75:d0:3a:85:3f 
(54:75:d0:3a:85:3f)
    Destination: 54:75:d0:3a:85:3f (54:75:d0:3a:85:3f)
        Address: 54:75:d0:3a:85:3f (54:75:d0:3a:85:3f)
        .... ...0 .... .... .... .... = IG bit: Individual address (unicast)
        .... ..0. .... .... .... .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
    Source: 00:00:00:00:03:01 (00:00:00:00:03:01)
        Address: 00:00:00:00:03:01 (00:00:00:00:03:01)
        .... ...0 .... .... .... .... = IG bit: Individual address (unicast)
        .... ..0. .... .... .... .... = LG bit: Globally unique address (factory default)

Switch#
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57
拡張オブジェクト トラッキングの設定

この章では、Catalyst 4500 シリーズ スイッチに拡張オブジェクト トラッキングを設定する方法につい

て説明します。この機能には、より完成度の高い Hot Standby Routing Protocol（HSRP）トラッキン

グ メカニズムが採用されており、 インターフェイスのラインプロトコル ステートを追跡できます。イ

ンターフェイスのライン プロトコル ステートがダウンすると、インターフェイスの HSRP プライオリ

ティが減少して、よりプライオリティの高い他の HSRP デバイスがアクティブになります。拡張オブ

ジェクト トラッキング機能は、HSRP からトラッキング メカニズムを分離させて、独立したトラッキ

ング プロセスを別途生成します。これにより、HSRP 以外のプロセスがこのトラッキング プロセスを

使用できます。この機能を使用すると、インターフェイスのラインプロトコル ステートに加えて他の

オブジェクトも追跡できます。HSRP などのクライアント プロセスでは、トラッキングするオブジェ

クトを登録して、オブジェクトがステートを変更した時に通知を要求することができます。この機能

は、ルーティング システムのアベイラビリティを高め、復旧のスピードを速めるとともに、停止およ

び停止期間を削減します。

（注） 拡張オブジェクト トラッキングは、LAN ベース フィーチャ セットを実行しているスイッチではサ

ポートされません。

特に明記しないかぎり、スイッチという用語は Catalyst 4500 シリーズ スイッチを意味します。

この章で説明する内容は、次のとおりです。

• 「拡張オブジェクト トラッキングの概要」（P.57-1）

• 「拡張オブジェクト トラッキング機能の設定」（P.57-2）

• 「拡張オブジェクト トラッキングのモニタリング」（P.57-14）

拡張オブジェクト トラッキングの詳細については、次の URL を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipapp/configuration/15-2mt/iap-eot.html

拡張オブジェクト トラッキングの概要
各追跡対象オブジェクトには、トラッキング CLI（コマンドライン インターフェイス）で指定される

一意の番号があります。クライアント プロセスは、この番号を使用して特定のオブジェクトを追跡し

ます。トラッキング プロセスは、追跡対象オブジェクトに値の変化がないかどうかを定期的にポーリ

ングし、（アップまたはダウン値など）変化があれば登録されているクライアント プロセスに通知しま

す。ただちに通知する場合と、指定された時間遅延後に通知する場合があります。同じオブジェクトを

複数のクライアントが追跡して、オブジェクトのステートが変化した場合に、それぞれが異なるアク

ションを実行できます。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipapp/configuration/15-2mt/iap-eot.html
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複数のオブジェクトを組み合わせて 1 つのリストにして追跡することもできます。このリストの状態判

定には、重みしきい値またはパーセンテージを使用します。オブジェクトの組み合わせには、ブール 
ロジックを使用できます。「AND」ブール関数を使用する追跡リストの場合、リスト内の各オブジェク

トがアップ ステートでないと追跡対象オブジェクトはアップになりません。「OR」ブール関数を使用

する追跡リストの場合、リスト内の 1 つのオブジェクトだけがアップ ステートであれば追跡対象オブ

ジェクトはアップになります。

拡張オブジェクト トラッキング機能の設定
• 「デフォルト設定」（P.57-2）

• 「インターフェイス ラインプロトコルまたは IP ルーティング ステートの追跡」（P.57-2）

• 「追跡リストの設定」（P.57-3）

• 「HSRP オブジェクト トラッキングの設定」（P.57-8）

• 「その他の追跡特性の設定」（P.57-9）

• 「IP SLA オブジェクト トラッキングの設定」（P.57-10）

• 「スタティック ルーティング サポートの設定」（P.57-11）

デフォルト設定

オブジェクト トラッキング タイプは設定されていません。

インターフェイス ラインプロトコルまたは IP ルーティング ステートの追
跡

インターフェイス ラインプロトコル ステートまたはインターフェイス IP ルーティング ステートのい

ずれかを追跡できます。IP ルーティング ステートを追跡する場合、オブジェクトをアップするには次

の 3 つの条件が必要です。

• インターフェイス上で IP ルーティングがイネーブル、かつアクティブになっている。

• インターフェイス ラインプロトコル ステートが使用可能な状態（アップ）にある。

• 既知のインターフェイス IP アドレスを使用している。

この 3 つの条件がすべて合致しないと、IP ルーティング ステートはダウンになります。
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インターフェイスのライン プロトコル ステートまたは IP ルーティング ステートを追跡するには、次

の作業を実行します。

次に、インターフェイスのラインプロトコル ステートの追跡を設定し、その設定を確認する例を示し

ます。

Switch(config)# track 33 interface gigabitethernet 1/0/1 line-protocol
Switch(config-track)# end
Switch# show track 33
Track 33
  Interface GigabitEthernet1/0/1 line-protocol
  Line protocol is Down (hw down)
    1 change, last change 00:18:28

追跡リストの設定

オブジェクトの追跡リストは、ブール式、重みしきい値、またはパーセントしきい値を使用して設定で

きます。トラッキング対象リストには 1 つまたは複数のオブジェクトが含まれます。オブジェクトは存

在していないと追跡リストに追加できません。

• 設定にブール式による演算を指定する場合は、「AND」または「OR」演算子を使用します。

コマンド 目的

ステップ 1 configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 track object-number interface 
interface-id line-protocol

（任意）インターフェイスのラインプロトコル ステートを追跡するための追跡

リストを作成し、トラッキング コンフィギュレーション モードを開始しま

す。

• object-number：追跡対象オブジェクトの番号です。指定できる範囲は 1 
～ 500 です。

• interface interface-id：追跡されるインターフェイスです。

ステップ 3 delay {up seconds [down 
seconds] | [up seconds] down 
seconds}

（任意）追跡対象オブジェクトのステート変更の通信を遅延させる時間（秒）

を指定します。指定できる範囲は 1 ～ 180 秒です。

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

ステップ 5 track object-number interface 
interface-id ip routing

（任意）インターフェイスの IP ルーティング ステートを追跡するための追跡

リストを作成し、トラッキング コンフィギュレーション モードを開始しま

す。IP ルート追跡では、ルーティング テーブル内の IP ルートおよびイン

ターフェイスの IP パケット ルーティング機能を追跡します。

• object-number：追跡対象オブジェクトの番号です。指定できる範囲は 1 
～ 500 です。

• interface interface-id：追跡されるインターフェイスです。

ステップ 6 delay {up seconds [down 
seconds] | [up seconds] down 
seconds}

（任意）追跡対象オブジェクトのステート変更の通信を遅延させる時間（秒）

を指定します。指定できる範囲は 1 ～ 180 秒です。

ステップ 7 end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 8 show track object-number 指定したオブジェクトが追跡されているかどうかを確認します。

ステップ 9 copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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• 追跡リストのステートを重みしきい値で判定する場合は、追跡リスト内の各オブジェクトに重み番

号を割り当てます。追跡リストのステートは、このしきい値に合致したかどうかで判定されます。

各オブジェクトのステートは、すべてのオブジェクトの重みの合計と各オブジェクトのしきい値の

重みを比較して判定されます。

• 追跡リストをパーセントしきい値で判定する場合は、追跡リスト内のすべてのオブジェクトにパー

セントしきい値を割り当てます。各オブジェクトのステートは、各オブジェクトに割り当てたパー

センテージとリストを比較して判定されます。
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ブール式による追跡リストの設定

ブール式を使用して追跡リストを設定すると、「AND」または「OR」演算子を使用した演算が可能に

なります。たとえば、「AND」演算子で 2 つのインターフェイスを追跡すると、up は両方のインター

フェイスがアップであることを意味し、down はどちらかのインターフェイスがダウンであることを意

味します。

ブール式を使用してオブジェクトの追跡リストを設定するには、次の作業を行います。

追跡リストを削除するには、no track track-number グローバル コンフィギュレーション コマンドを使

用します。

次に、AND ブール式を使用して追跡リスト 4 を作成する例を示します。リストには 2 つのオブジェク

トが含まれ、そのうち 1 つのオブジェクトが否定されます。このリストがアップの場合は、object 2 が
ダウンであることを検出しています。

Switch(config)# track 4 list boolean and
Switch(config-track)# object 1
Switch(config-track)# object 2 not
Switch(config-track)# exit

コマンド 目的

ステップ 1 configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 track track-number list boolean 
{and | or} 

追跡リスト オブジェクトを設定し、トラッキング コンフィギュレーション 
モードを開始します。指定できる track-number の範囲は 1 ～ 500 です。

• boolean：追跡リストのステートがブール計算に基づくことを指定しま

す。

• and：すべてのオブジェクトがアップの場合にリストはアップであるこ

と、また、1 つまたは複数のオブジェクトがダウンの場合にリストはダ

ウンであることを指定します。

• or：1 つのオブジェクトがアップの場合にリストはアップであること、

または、すべてのオブジェクトがダウンの場合にリストはダウンであ

ることを指定します。

ステップ 3 object object-number [not] 追跡対象のオブジェクトを指定します。指定できる範囲は 1 ～ 500 です。

not はオブジェクトのステートを否定します。つまり、オブジェクトがアッ

プの場合に、追跡リストはそのオブジェクトをダウンとして検出すること

を意味します。

（注） オブジェクトは存在していないと追跡リストに追加できません。

ステップ 4 delay {up seconds [down seconds] 
| [up seconds] down seconds}

（任意）追跡対象オブジェクトのステート変更の通信を遅延させる時間

（秒）を指定します。指定できる範囲は 1 ～ 180 秒です。

ステップ 5 end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 show track object-number 指定したオブジェクトが追跡されているかどうかを確認します。

ステップ 7 copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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重みしきい値による追跡リストの設定

重みしきい値による追跡を行うには、複数オブジェクトを含んだ追跡リストを作成し、重みをしきい値

として使用することを指定したあと、各オブジェクトに重み値を設定します。各オブジェクトのステー

トは、アップであるすべてのオブジェクトの重み合計と各オブジェクトのしきい値の重みを比較して判

定されます。

重みしきい値のリストには、「NOT」ブール演算子を使用できません。

重みしきい値を使用してオブジェクトの追跡リストを作成し、各オブジェクトに重み値を設定するに

は、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

追跡リストを削除するには、no track track-number グローバル コンフィギュレーション コマンドを使

用します。

次に、重みしきい値により追跡する追跡リスト 4 を設定する例を示します。object 1 および object 2 が
ダウンの場合、object 3 が up 30 というしきい値を満たすので、追跡リスト 4 はアップです。object 3 
がダウンの場合、object 1 および object 2 の両方がアップでないと、しきい値の重みを満たしません。

Switch(config)# track 4 list threshold weight
Switch(config-track)# object 1 weight 15
Switch(config-track)# object 2 weight 20
Switch(config-track)# object 3 weight 30
Switch(config-track)# threshold weight up 30 down 10
Switch(config-track)# exit

コマンド 目的

ステップ 1 configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 track track-number list 
threshold weight

追跡リスト オブジェクトを設定し、トラッキング コンフィギュレーション 
モードを開始します。指定できる track-number の範囲は 1 ～ 500 です。

• threshold：追跡リストのステートがしきい値に基づくことを指定しま

す。

• weight：しきい値が重みに基づくことを指定します。

ステップ 3 object object-number [weight 
weight-number]

追跡対象のオブジェクトを指定します。指定できる範囲は 1 ～ 500 です。

任意の weight weight-number には、オブジェクトのしきい値の重みを指定

します。指定できる範囲は 1 ～ 255 です。

（注） オブジェクトは存在していないと追跡リストに追加できません。

ステップ 4 threshold weight {up number | 
[down number]}

重みしきい値を指定します。

• up number：指定できる範囲は 1 ～ 255 です。

• down number：（任意）指定できる範囲は、up number で指定した数に

より異なります。up number を 25 に設定すると、down number の範囲

は 0 ～ 24 です。

ステップ 5 delay {up seconds [down seconds] 
| [up seconds] down seconds}

（任意）追跡対象オブジェクトのステート変更の通信を遅延させる時間

（秒）を指定します。指定できる範囲は 1 ～ 180 秒です。

ステップ 6 end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 7 show track object-number 指定したオブジェクトが追跡されているかどうかを確認します。

ステップ 8 copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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この設定は、object 1 および object 2 が 2 つの小さな帯域幅の接続を、object 3 が大きな帯域幅の接続

を表す場合に有効です。設定した down 10 の値は、追跡対象オブジェクトがいったんアップになると、

しきい値が 10 以下になるまではダウンにならないことを意味します。この例で 10 以下は、すべての

接続がダウンすることを意味します。

パーセントしきい値による追跡リストの設定

パーセントしきい値による追跡を行うには、複数オブジェクトを含んだ追跡リストを作成し、パーセン

テージをしきい値として使用することを指定したあと、リスト内のすべてのオブジェクトにパーセン

テージを指定します。リストのステートは、各オブジェクトに割り当てたパーセンテージとリストを比

較して判定されます。

パーセントしきい値のリストには、「NOT」ブール演算子を使用できません。

パーセントしきい値を使用してオブジェクトの追跡リストを設定するには、次の作業を行います。

追跡リストを削除するには、no track track-number グローバル コンフィギュレーション コマンドを使

用します。

次に、3 つのオブジェクトを持つ追跡リスト 4 を作成し、パーセンテージを指定してリストのステート

を判定する例を示します。

Switch(config)# track 4 list threshold percentage
Switch(config-track)# object 1 
Switch(config-track)# object 2 
Switch(config-track)# object 3 
Switch(config-track)# threshold percentage up 51 down 10
Switch(config-track)# exit

コマンド 目的

ステップ 1 configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 track track-number list 
threshold percentage

追跡リスト オブジェクトを設定し、トラッキング コンフィギュレーション 
モードを開始します。指定できる track-number の範囲は 1 ～ 500 です。

• threshold：追跡リストのステートがしきい値に基づくことを指定しま

す。

• percentage：しきい値がパーセンテージに基づくことを指定します。

ステップ 3 object object-number 追跡対象のオブジェクトを指定します。指定できる範囲は 1 ～ 500 です。

（注） オブジェクトは存在していないと追跡リストに追加できません。

ステップ 4 threshold percentage {up number 
| [down number]}

パーセントしきい値を指定します。

• up number：指定できる範囲は 1 ～ 100 です。

• down number：（任意）指定できる範囲は、up number で指定した数に

より異なります。up number を 25 に設定すると、down number の範囲

は 0 ～ 24 です。

ステップ 5 delay {up seconds [down seconds] 
| [up seconds] down seconds}

（任意）追跡対象オブジェクトのステート変更の通信を遅延させる時間

（秒）を指定します。指定できる範囲は 1 ～ 180 秒です。

ステップ 6 end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 7 show track object-number 指定したオブジェクトが追跡されているかどうかを確認します。

ステップ 8 copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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HSRP オブジェクト トラッキングの設定

スタンバイ HSRP グループでオブジェクトをトラッキングし、オブジェクトのステートに基づいて 
HSRP プライオリティを変更するように設定するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 track object-number {interface 
interface-id {line-protocol | ip 
routing} | ip route 
ip-address/prefix-length {metric 
threshold | reachability} | list 
{boolean {and | or}} | 
{threshold {weight | 
percentage}}} 

（任意）設定されたステートを追跡するための追跡リストを作成し、トラッ

キング コンフィギュレーション モードを開始します。

• 指定できる object-number の範囲は 1 ～ 500 です。

• 追跡するインターフェイスを指定するには、interface interface-id を入

力します。

• インターフェイス ライン プロトコル ステートを追跡するには、

line-protocol を入力します。また、インターフェイス IP ルーティング 
ステートを追跡するには、ip routing を入力します。

• IP ルートのステートを追跡するには、ip route ip-address/prefix-length 
を入力します。

• しきい値メトリックを追跡する場合は metric threshold、ルートが達

成できるかどうかを追跡するには reachability を入力します。

デフォルトの up しきい値は 254、デフォルトの down しきい値は 255 
です。

• リスト内の一連のオブジェクトを追跡するには、list を入力します。リ

ストはこれまでのページの説明に従って作成してください。

– boolean については、「ブール式による追跡リストの設定」

（P.57-5）を参照してください。 

– threshold weight については、「重みしきい値による追跡リストの

設定」（P.57-6）を参照してください。 

– threshold percentage については、「パーセントしきい値による追

跡リストの設定」（P.57-7）を参照してください。 

（注） 追跡するインターフェイスごとにこの手順を繰り返してください。

ステップ 3 exit グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 4 interface interface-id インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始します。
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その他の追跡特性の設定

拡張オブジェクト トラッキングを使用して他の特性を追跡することもできます。

• track ip route reachability グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用すると、IP ルート

の到達可能性を追跡できます。

• track ip route metric threshold グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用すると、ルー

トがしきい値を超えているか下回っているかを確認できます。

• track resolution グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用すると、ルーティング プロ

トコルのメトリック解決のデフォルト値を変更できます。

• track timer トラッキング コンフィギュレーション コマンドを使用すると、追跡対象オブジェクト

を定期的にポーリングするようにトラッキング プロセスを設定できます。

拡張オブジェクト トラッキング設定を確認する場合は、show track 特権 EXEC コマンドを使用してく

ださい。

ステップ 5 standby [group-number] ip 
[ip-address [secondary]]

HSRP グループの番号および仮想 IP アドレスを使用して、HSRP グループ

を作成（またはイネーブルに）します。

• （任意）group-number：HSRP をイネーブルにするインターフェイスの

グループ番号を入力します。指定できる範囲は 0 ～ 255 です。デフォ

ルトは 0 です。HSRP グループが 1 つしかない場合は、グループ番号

を入力する必要はありません。

• （1 つのインターフェイスで必須、それ以外は任意）ip-address：ホッ

トスタンバイ ルータ インターフェイスの仮想 IP アドレスを指定しま

す。少なくとも 1 つのインターフェイスに対して仮想 IP アドレスを入

力する必要があります。他のインターフェイスは、その仮想 IP アドレ

スを学習します。

• （任意）secondary：IP アドレスがセカンダリ ホットスタンバイ ルー

タ インターフェイスであることを指定します。このキーワードが省略

された場合、設定されたアドレスはプライマリ IP アドレスになりま

す。

ステップ 6 standby [group-number] track 
object-number [decrement 
[priority-decrement]]

特定のオブジェクトを追跡し、そのオブジェクト ステートに基づいてホッ

トスタンバイ プライオリティを変更できるように HSRP を設定します。

• （任意）group-number：追跡が適用されるグループ番号を入力します。

• object-number：追跡対象のオブジェクト番号を入力します。指定でき

る範囲は 1 ～ 500 で、デフォルトは 1 です。

• （任意）decrement priority-decrement：追跡対象のオブジェクトがダ

ウンになった場合（またはアップに戻った場合）に、ルータのホット

スタンバイ プライオリティを減少（または増加）させる幅を指定しま

す。指定できる範囲は 1 ～ 255 で、デフォルトは 10 です。

ステップ 7 end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 8 show standby スタンバイ ルータの IP アドレスおよび追跡ステートを確認します。

ステップ 9 copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 目的



 

57-10
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-25340-01-J

第 57 章      拡張オブジェクト トラッキングの設定

拡張オブジェクト トラッキング機能の設定

IP SLA オブジェクト トラッキングの設定

Cisco IOS IP Service Level Agreement（SLA; サービス レベル契約）は、ネットワーク パフォーマン

スの測定と診断を行うツールです。ネットワーク パフォーマンスを測定するためのトラフィック生成

には、アクティブ モニタリングが使用されます。Cisco IP SLA 動作は、ネットワークのトラブル

シューティングや設計、分析に使用できるリアルタイム メトリックを収集します。

スイッチの Cisco IP SLA について詳しくは、第 66 章「Cisco IOS IP SLA 動作の設定」を参照してく

ださい。IP SLA コマンドについては、『Cisco IOS IP SLAs Command Reference, Release 12.4T』を参

照してください。

IP SLA 動作のオブジェクト トラッキングを活用すると、クライアントは IP SLA オブジェクトの出力

を追跡して、その情報をアクションのトリガーに使用できます。各 IP SLA 動作は、OK または 
OverThreshold のような簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）動作の戻りコード値を保持してい

るため、トラッキング プロセス側で解釈できます。IP SLA 動作は、ステートと到達可能性の 2 つの面

を追跡できます。ステートの場合、戻りコードが OK のとき、トラック ステートがアップします。リ

ターン コードが OK ではないとき、トラック ステートはダウンします。到達可能性の場合、戻りコー

ドが OK または OverThreshold のとき、到達可能性がアップします。リターン コードが OK ではない

とき、到達可能性はダウンします。

IP SLA 動作のステートまたは IP SLA IP ホストの到達可能性を追跡するには、次の作業を行います。

次の例で、IP SLA ステート トラッキングの設定と表示方法を示します。

Switch(config)# track 2 200 state
Switch(config)# end
Switch# show track 2
Track 2

Response Time Reporter 1 state
State is Down

1 change, last change 00:00:47

コマンド 目的

ステップ 1 configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 track object-number ip sla 
operation-number state 

トラッキング コンフィギュレーション モードを開始し、IP SLA 動作のス

テートを追跡します。

• 指定できる object-number の範囲は 1 ～ 500 です。

• 指定できる operation-number の範囲は 1 ～ 2147483647 です。

ステップ 3 delay {up seconds [down seconds] 
| [up seconds] down seconds}

（任意）追跡対象オブジェクトのステート変更の通信を遅延させる時間

（秒）を指定します。指定できる範囲は 1 ～ 180 秒です。

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

ステップ 5 track object-number ip sla 
operation-number reachability 

トラッキング コンフィギュレーション モードを開始し、IP SLA IP ホスト

の到達可能性を追跡します。

• 指定できる object-number の範囲は 1 ～ 500 です。

• 指定できる operation-number の範囲は 1 ～ 2147483647 です。

ステップ 6 delay {up seconds [down seconds] 
| [up seconds] down seconds}

（任意）追跡対象オブジェクトのステート変更の通信を遅延させる時間

（秒）を指定します。指定できる範囲は 1 ～ 180 秒です。

ステップ 7 end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 8 show track object-number 追跡情報を表示し、設定を確認します。

ステップ 9 copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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Latest operation return code: over threshold
Latest RTT (millisecs) 4
Tracked by:

HSRP Ethernet0/1 3

次の出力例で、ルートが到達可能であるかどうかを示します。

Switch(config)# track 3 500 reachability
Switch(config)# end
Switch# show track 3
Track 3

Response Time Reporter 1 reachability
Reachability is Up

1 change, last change 00:00:47
Latest operation return code: over threshold
Latest RTT (millisecs) 4
Tracked by:

HSRP Ethernet0/1 3

スタティック ルーティング サポートの設定

Cisco IOS Release 12.2(46)SE 以降で IP サービス機能セットを実行しているスイッチは、拡張オブ

ジェクト トラッキングのスタティック ルーティングをサポートしています。拡張オブジェクト トラッ

キングを使用したスタティック ルーティング サポートを使用することで、スイッチが Internet Control 
Message Protocol（ICMP）ping を使用して設定済みのスタティック ルートまたは DHCP ルートのダ

ウン時を特定できます。トラッキングを有効にしている場合、システムはルート ステートを追跡し、

ステートの変化をクライアントに通知できます。スタティック ルート オブジェクト トラッキングは、

プライマリ ゲートウェイへの接続状態をモニタするために、Cisco IP SLA を使用して ICMP ping を生

成します。

スイッチの Cisco IP SLA サポートについては、第 66 章「Cisco IOS IP SLA 動作の設定」を参照して

ください。

• スタティック ルート オブジェクト トラッキングの詳細については、次の URL を参照してくださ

い。
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_3/12_3x/12_3xe/feature/guide/dbackupx.html

次の手順に従って、スタティック ルート オブジェクト トラッキングを設定します。

ステップ 1 スタティック ルーティングまたは DHCP のプライマリ インターフェイスを設定します。

ステップ 2 IP SLA エージェントを設定し、プライマリ インターフェイスおよびエージェント状態をモニタするト

ラック オブジェクトを使用して IP アドレスへ ping を実行します。

ステップ 3 セカンダリ インターフェイスを使用してデフォルトのスタティック ルートを設定します。このルート

は、プライマリ ルートが削除された場合にだけ使用します。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_3/12_3x/12_3xe/feature/guide/dbackupx.html
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プライマリ インターフェイスの設定

スタティック ルーティングのプライマリ インターフェイスを設定するには、次の作業を行います。

DHCP のプライマリ インターフェイスを設定するには、次の作業を行います。

Cisco IP SLA モニタリング エージェントおよびトラック オブジェクトの設定

Cisco IP SLA でネットワーク モニタリングを設定するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 interface interface-id プライマリまたはセカンダリ インターフェイスを選択し、インター

フェイス コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 3 description string インターフェイスに説明を追加します。

ステップ 4 ip address ip-address mask [secondary] インターフェイスのプライマリまたはセカンダリ IP アドレスを設定

します。

ステップ 5 exit グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

コマンド 目的

ステップ 1 configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 interface interface-id プライマリまたはセカンダリ インターフェイスを選択し、インター

フェイス コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 3 description string インターフェイスに説明を追加します。

ステップ 4 ip dhcp client route track number DHCP クライアントを設定し、追加されたルートを指定の追跡番号

に関連付けます。有効な数値は 1 ～ 500 です。

ステップ 5 ip address dhcp DHCP からイーサネット インターフェイスの IP アドレスを取得し

ます。

ステップ 6 exit グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 1 configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 ip sla operation-number Cisco IP SLA 動作の設定を始め、IP SLA コンフィギュレーション 
モードを開始します。

ステップ 3 icmp-echo {destination-ip-address | 
destination hostname [source- ipaddr 
{ip-address | hostname 
source-interface interface-id] 

Cisco IP SLA エンドツーエンド ICMP エコー応答時間動作を設定

し、IP SLA ICMP エコー コンフィギュレーション モードを開始し

ます。

ステップ 4 timeout milliseconds 要求パケットの応答に対する動作の待機時間を設定します。

ステップ 5 frequency seconds 動作がネットワークに送信される頻度を設定します。

ステップ 6 threshold milliseconds 反応イベントを生成し、その動作の履歴情報を保存するしきい値

（ヒステリシス）の上限を設定します。

ステップ 7 exit IP SLA ICMP エコー コンフィギュレーション モードを終了します。
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ルーティング ポリシーおよびデフォルト ルートの設定

オブジェクト トラッキングを使用してバックアップ スタティック ルーティングのルーティング ポリ

シーを設定するには、次の作業を実行します。この手順で使用するコマンドの詳細については、次の 
URL を参照してください。
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_3/12_3x/12_3xe/feature/guide/dbackupx.html

:

設定例については、次の URL を参照してください。
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_3/12_3x/12_3xe/feature/guide/dbackupx.html

ステップ 8 ip sla schedule operation-number [life 
{forever | seconds}] start-time time | 
pending | now | after time] [ageout 
seconds] [recurring]

単一の IP SLA 動作のスケジューリング パラメータを設定します。

ステップ 9 track object-number ip sla 
operation-number {state | 
reachability} 

Cisco IOS IP SLA 動作の状態を追跡し、トラッキング コンフィギュ

レーション モードを開始します。

ステップ 10 end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 11 show track object-number 追跡情報を表示し、設定を確認します。

ステップ 12 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

ステップ 1 configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 access-list access-list-number 拡張 IP アクセス リストを定義します。オプションの文字を設定しま

す。

ステップ 3 route-map map-tag [permit | deny] 
[sequence-number] 

ルートマップ コンフィギュレーション モードを開始し、特定のルー

ティングから別のルーティングへの再配信ルートの条件を定義しま

す。

ステップ 4 match ip address {access-list number | 
access-list name}

標準または拡張アクセス リストに許可された宛先ネットワーク番号

アドレスを持つルートを配信し、パケットのポリシー ルーティング

を実行します。複数の番号または名前を入力できます。

ステップ 5 set ip next-hop dynamic dhcp DHCP ネットワーク専用。DHCP クライアントが学んだ 新のゲー

トウェイへのネクスト ホップを設定します。

ステップ 6 set interface interface-id スタティック ルーティング ネットワーク専用。ポリシー ルーティン

グのルート マップ一致条件をパスした出力パケットの送信場所を指

定します。

ステップ 7 exit ルート マップ コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 8 ip local policy route-map map-tag ルート マップを特定し、ローカル ポリシー ルーティングに使用しま

す。

ステップ 9 ip route prefix mask {ip-address | 
interface-id [ip-address]} [distance] 
[name] [permanent | track track-number] 
[tag tag]

スタティック ルーティング ネットワーク専用。スタティック ルート

を確立します。

track track-number を入力し、設定のトラック オブジェクトがアッ

プした場合にかぎり、スタティック ルートがインストールされるよ

うに指定します。

ステップ 10 end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 11 show ip route track table IP ルート トラック テーブルの情報を表示します。

ステップ 12 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_3/12_3x/12_3xe/feature/guide/dbackupx.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_3/12_3x/12_3xe/feature/guide/dbackupx.html
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拡張オブジェクト トラッキングのモニタリング

拡張オブジェクト トラッキングのモニタリング
表 57-1に示すユーザ EXEC コマンドまたは特権 EXEC コマンドを使用して、拡張オブジェクトの追跡

情報を表示します。

表 57-1 追跡情報を表示するためのコマンド

コマンド 目的

show ip route track table IP ルート トラック テーブルの情報を表示します。

show track [object-number] すべての追跡リストまたは指定リストの情報を表示します。

show track brief 追跡情報出力を 1 行表示します。

show track interface [brief] 追跡対象のインターフェイス オブジェクトに関する情報を表示します。

show track ip [object-number] [brief] route 追跡対象 IP ルート オブジェクトの情報を表示します。

show track resolution 追跡対象パラメータの解像度を表示します。

show track timers 追跡対象ポーリング インターバル タイマーを表示します。
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システム メッセージ ロギングの設定

この章では、Catalyst 4500 シリーズ スイッチにシステム メッセージ ロギングを設定する方法を説明し

ます。

この章で説明する内容は、次のとおりです。

• 「システム メッセージ ロギングについて」（P.58-1）

• 「システム メッセージ ロギングの設定」（P.58-2）

• 「ロギング設定の表示」（P.58-13）

（注） この章で使用するスイッチ コマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL で『Cisco 
Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』と関連資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products//hw/switches/ps4324/index.html

『Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』に掲載されていないコマンドについては、より詳

細な Cisco IOS ライブラリを参照してください。次の URL で『Catalyst 4500 Series Switch Cisco IOS 
Command Reference』と関連資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html

システム メッセージ ロギングについて
スイッチはデフォルトで、システム メッセージおよび debug 特権 EXEC コマンドの出力をロギング プ
ロセスに送信します。ロギング プロセスはログ メッセージを各宛先（設定に応じて、ログ バッファ、

端末回線、UNIX Syslog サーバなど）に配信する処理を制御します。ロギング プロセスは、コンソー

ルにもメッセージを送信します。

（注） Syslog フォーマットは 4.3 Berkeley Standard Distribution（BSD）UNIX と互換性があります。

ロギング プロセスがディセーブルの場合、メッセージはコンソールにのみ送信されます。メッセージ

は生成時に送信されるため、メッセージおよびデバッグ出力にはプロンプトや他のコマンドの出力が割

り込みます。メッセージは、そのメッセージの生成プロセスが終了するとコンソールに表示されます。

メッセージの重大度を設定して、コンソールおよび各宛先に表示されるメッセージのタイプを制御でき

ます。ログ メッセージにタイム スタンプを設定したり、Syslog 送信元アドレスを設定したりして、リ

アルタイムのデバッグ機能および管理機能を強化できます。表示されるメッセージについては、このリ

リースに対応するシステム メッセージ ガイドを参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html


58-2
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-25340-01-J

第 58 章      システム メッセージ ロギングの設定

システム メッセージ ロギングの設定

ロギングされたシステム メッセージにアクセスするには、スイッチのコマンドライン インターフェイ

ス（CLI）を使用するか、または適切に設定された Syslog サーバにこれらのシステム メッセージを保

存します。スイッチ ソフトウェアは Syslog メッセージをスイッチの内部バッファに保存します。ス

イッチに障害が発生した場合、フラッシュ メモリに保存していないかぎり、ログは失われます。

システム メッセージをリモートでモニタするには、Syslog サーバ上でログを表示するか、または 
Telnet あるいはコンソール ポートを使用してスイッチにアクセスします。

システム メッセージ ロギングの設定
ここでは、システム メッセージ ロギングの設定方法について説明します。

• 「システム ログ メッセージのフォーマット」（P.58-2）

• 「システム メッセージ ロギングのデフォルト設定」（P.58-3）

• 「メッセージ ロギングのディセーブル化」（P.58-4）

• 「メッセージ表示宛先デバイスの設定」（P.58-5）

• 「ログ メッセージの同期化」（P.58-6）

• 「ログ メッセージのタイムスタンプのイネーブル化とディセーブル化」（P.58-7）

• 「ログ メッセージのシーケンス番号のイネーブル化およびディセーブル化（任意）」（P.58-8）

• 「メッセージの重大度の定義（任意）」（P.58-8）

• 「履歴テーブルおよび簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）への Syslog メッセージの送信制

限（任意）」（P.58-10）

• 「UNIX Syslog サーバの設定」（P.58-11）

システム ログ メッセージのフォーマット

システム ログ メッセージは 大 80 文字とパーセント記号（%）、およびその前に配置されるオプショ

ンのシーケンス番号やタイム スタンプ情報（設定されている場合）で構成されています。メッセージ

は次の形式で表示されます。

seq no:timestamp: %facility-severity-MNEMONIC:description

パーセント記号の前にあるメッセージの部分は、 
service sequence-numbers、service timestamps log datetime、 
service timestamps log datetime [localtime] [msec] [show-timezone] コマンド、または

 service timestamps log uptime グローバル コンフィギュレーション コマンドの設定によって異なりま

す。

表 58-1 に、Syslog メッセージの要素を示します。
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システム メッセージ ロギングの設定

次に、スイッチ システム メッセージの一部を示します。

00:00:46: %LINK-3-UPDOWN: Interface Port-channel1, changed state to up
00:00:47: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/0/1, changed state to up
00:00:47: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/0/2, changed state to up
00:00:48: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to down
00:00:48: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/1, changed 
state to down 2
*Mar  1 18:46:11: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by vty2 (10.34.195.36)
18:47:02: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by vty2 (10.34.195.36)
*Mar  1 18:48:50.483 UTC: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by vty2 (10.34.195.36) 

システム メッセージ ロギングのデフォルト設定

表 58-2 に、システム メッセージ ロギングのデフォルト設定を示します。

表 58-1 システム ログ メッセージの要素

要素 説明

seq no: service sequence-numbers グローバル コンフィギュレーション コマンドが設定されている場合

だけ、ログ メッセージにシーケンス番号をスタンプします。

詳細については、「ログ メッセージのシーケンス番号のイネーブル化およびディセーブル化（任

意）」（P.58-8）を参照してください。 

timestamp のフォーマッ

ト：

mm/dd hh:mm:ss

または

hh:mm:ss（短時間）

または

d h（長時間）

メッセージまたはイベントの日時です。service timestamps log [datetime | log] グローバル コン

フィギュレーション コマンドが設定されている場合だけ、この情報が表示されます。

詳細については、「ログ メッセージのタイムスタンプのイネーブル化とディセーブル化」

（P.58-7）を参照してください。 

facility メッセージが参照する機能（SNMP、SYS など）です。サポートされる機能の一覧については、

表 58-4（P.58-13）を参照してください。

severity メッセージの重大度を示す 0 ～ 7 の 1 桁のコードです。重大度の詳細については、表 58-3
（P.58-9）を参照してください。

MNEMONIC メッセージを一意に示すテキスト ストリングです。

description レポートされているイベントの詳細を示すテキスト ストリングです。

表 58-2 システム メッセージ ロギングのデフォルト設定

機能 デフォルト設定

コンソールへのシステム メッセージ ロギング イネーブル。

コンソールの重大度 debugging（および数値的により低いレベル。

表 58-3（P.58-9）を参照）

ログ ファイル設定 ファイル名の指定なし。

ログ バッファ サイズ 4096 バイト。

ログ履歴サイズ 1 メッセージ。

タイムスタンプ ディセーブル。
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システム メッセージ ロギングの設定

メッセージ ロギングのディセーブル化

メッセージ ロギングはデフォルトでイネーブルに設定されています。コンソール以外のいずれかの宛

先にメッセージを送信する場合は、メッセージ ロギングをイネーブルにする必要があります。メッ

セージ ロギングがイネーブルの場合、ログ メッセージはロギング プロセスに送信されます。ロギング 
プロセスは、メッセージを生成元プロセスと同期しないで指定場所に記録します。

メッセージ ロギングをディセーブルにするには、次の作業を行います。

ロギング プロセスをディセーブルにすると、メッセージがコンソールに書き込まれるまでプロセスは

処理続行を待機する必要があるため、スイッチの処理速度が低下することがあります。ロギング プロ

セスがディセーブルになると、メッセージは作成されるとすぐにコンソールに表示され、コマンド出力

の途中で表示されることが多くなります。

logging synchronous グローバル コンフィギュレーション コマンドも、コンソールへのメッセージ表

示に影響します。このコマンドをイネーブルにすると、Return を押さなければメッセージが表示され

ません。詳細については、「ログ メッセージの同期化」（P.58-6）を参照してください。 

メッセージ ロギングをディセーブルにした後に再びイネーブルにするには、logging on グローバル コ
ンフィギュレーション コマンドを使用します。

同期ロギング ディセーブル。

ログ サーバ ディセーブル。

Syslog サーバの IP アドレス 未設定。

サーバ機能 Local7（表 58-4（P.58-13）を参照）。

サーバの重大度 informational（および数値的により低いレベル。

表 58-3（P.58-9）を参照）

表 58-2 システム メッセージ ロギングのデフォルト設定 （続き）

機能 デフォルト設定

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# no logging on メッセージ ロギングをディセーブルにします。

ステップ 3 Switch(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 Switch# show running-config
or
show logging

入力を確認します。

ステップ 5 Switch# copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存し

ます。
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システム メッセージ ロギングの設定

メッセージ表示宛先デバイスの設定

メッセージ ロギングがイネーブルの場合、コンソールだけでなく特定の場所にもメッセージを送信で

きます。

メッセージの受信先を指定するには、特権 EXEC モードを開始して次の作業を実行します。

logging buffered グローバル コンフィギュレーション コマンドを実行すると、ログ メッセージが内部

バッファにコピーされます。循環バッファなので、バッファがいっぱいになると、古いメッセージが新

しいメッセージで置き換えられます。バッファに記録されたメッセージを表示するには、show logging 
特権 EXEC コマンドを使用します。バッファ内の も古いメッセージが 初に表示されます。バッ

ファの内容を消去するには、clear logging 特権 EXEC コマンドを使用します。

コンソールへのロギングをディセーブルにするには、no logging console グローバル コンフィギュレー

ション コマンドを使用します。ファイルへのロギングをディセーブルにするには、no logging file 
[severity-level-number | type] グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# logging buffered 
[size]

スイッチの内部バッファにメッセージを保存します。デフォルトのバッ

ファ サイズは 4096 です。指定できる範囲は 4096 ～ 2147483647 バイト

です。

スイッチで障害が発生すると、あらかじめフラッシュ メモリに保存して

いない限りログ ファイルは失われます。ステップ 4 を参照してくださ

い。

（注） バッファ サイズを大きすぎる値に設定しないでください。他の

作業に使用するメモリが不足することがあります。スイッチ上の

空きプロセッサ メモリを表示するには、show memory 特権 
EXEC コマンドを使用します。ただし、表示される値は使用でき

る 大値であるため、バッファ サイズをこの値に設定しないで
ください。

ステップ 3 Switch(config)# logging host UNIX Syslog サーバ ホストにメッセージを保存します。

host には、Syslog サーバとして使用するホストの名前または IP アドレ

スを指定します。

ログ メッセージを受信する Syslog サーバのリストを作成するには、こ

のコマンドを複数回入力します。

Syslog サーバの設定手順については、「UNIX Syslog サーバの設定」

（P.58-11）を参照してください。

ステップ 4 Switch(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 Switch# terminal monitor 現在のセッション間、非コンソール端末にメッセージを保存します。

端末パラメータ コンフィギュレーション コマンドはローカルに設定さ

れ、セッションの終了後は無効になります。デバッグ メッセージを表示

する場合は、セッションごとにこのステップを実行する必要があります。

ステップ 6 Switch# show running-config 入力を確認します。

ステップ 7 Switch# copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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ログ メッセージの同期化

特定のコンソール ポート回線または仮想端末回線に対して、非送信請求メッセージおよび debug 特権 
EXEC コマンドの出力を送信請求デバイスの出力およびプロンプトと同期させることができます。重

大度に応じて非同期に出力されるメッセージのタイプを特定できます。また、端末の非同期メッセージ

が削除されるまで保存しておくバッファの 大数を設定することもできます。

割り込みメッセージと debug コマンド出力の同期ロギングがイネーブルの場合、送信請求装置出力が

表示またはプリンタ出力されたあとに割り込み装置出力がコンソールに表示またはプリンタ出力されま

す。非送信請求メッセージおよび debug コマンドの出力は、ユーザ入力用プロンプトが返された後に、

コンソールに表示されます。非送信請求メッセージおよび debug コマンドの出力は、送信請求デバイ

ス出力およびプロンプトに割り込まれることはありません。割り込みメッセージが表示されると、コン

ソールは再びユーザ プロンプトを表示します。

同期ロギングを設定するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# line [console | vty] 
line-number [ending-line-number]

メッセージの同期ロギングに設定する回線を指定します。

• スイッチのコンソール ポートを使用して行われる設定には、

console キーワードを使用します。

• 同期ロギングをイネーブルにする vty 回線を指定するには、

line vty line-number コマンドを使用します。Telnet セッション

を介して行われる設定には、vty 接続を使用します。回線番号

に指定できる範囲は 0 ～ 15 です。

16 個の vty 回線の設定をすべて一度に変更するには、次のように入

力します。

line vty 0 15

また、現在の接続に使用されている 1 つの vty 回線の設定を変更す

ることもできます。たとえば、vty 回線 2 の設定を変更するには、

次のように入力します。

line vty 2

このコマンドを入力すると、ライン コンフィギュレーション モー

ドになります。

ステップ 3 Switch(config)# logging synchronous 
[level [severity-level | all] | limit 
number-of-buffers]

メッセージの同期ロギングをイネーブルにします。

• （任意）level severity-level には、メッセージの重大度を指定し

ます。重大度がこの値以上であるメッセージは、非同期に出力

されます。値が小さいほど重大度は大きく、値が大きいほど重

大度は小さくなります。デフォルトは 2 です。

• （任意）level all を指定すると、重大度に関係なく、すべての

メッセージが非同期に出力されます。

• （任意）limit number-of-buffers には、キューイングされる端末

のバッファ数を指定します。これを超える新しいメッセージは

廃棄されます。指定できる範囲は 0 ～ 2147483647 です。デ

フォルトは 20 です。

ステップ 4 Switch(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。
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割り込みメッセージおよびデバッグ出力の同期化をディセーブルにするには、 
no logging synchronous [level severity-level | all] [limit number-of-buffers] ライン コンフィギュレー

ション コマンドを使用します。

ログ メッセージのタイムスタンプのイネーブル化とディセーブル化

（注） デフォルトでは、ログ メッセージにはタイム スタンプが適用されません。

ログ メッセージのタイムスタンプをイネーブルにするには、次の作業を実行します。

デバッグおよびログ メッセージのタイムスタンプをディセーブルにするには、no service timestamps 
グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

次に、service timestamps log datetime グローバル コンフィギュレーション コマンドをイネーブルに

した場合のログ表示の一部を示します。

*Mar  1 18:46:11: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by vty2 (10.34.195.36)

次に、service timestamps log uptime グローバル コンフィギュレーション コマンドをイネーブルにし

た場合のロギング表示（一部）の例を示します。

00:00:46: %LINK-3-UPDOWN: Interface Port-channel1, changed state to up

ステップ 5 Switch# show running-config 入力を確認します。

ステップ 6 Switch# copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 目的

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# service timestamps log uptime
or
Switch(config)# service timestamps log 
datetime [msec] [localtime] [show-timezone]

ログのタイムスタンプをイネーブルにします。

初のコマンドはログ メッセージのタイムスタンプをイ

ネーブルにし、システムがリブートされてからの時間が示

されます。

2 番めのコマンドはログ メッセージのタイムスタンプをイ

ネーブルにします。選択したオプションに応じて、タイム

スタンプに日付、時間（ローカル時間帯を基準、ミリ秒単

位）、タイム ゾーン名を指定できます。

ステップ 3 Switch(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 Switch# show running-config 入力を確認します。

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

す。
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ログ メッセージのシーケンス番号のイネーブル化およびディセーブル化
（任意）

複数のメッセージに同じタイムスタンプが表示される可能性があるので、シーケンス番号を使用して

メッセージを表示することにより参照するメッセージを明確にすることができます。デフォルトでは、

ログ メッセージにシーケンス番号は表示されません。

ログ メッセージのシーケンス番号をイネーブルにするには、次の作業（任意）を実行します。

シーケンス番号をディセーブルにするには、no service sequence-numbers グローバル コンフィギュ

レーション コマンドを使用します。

次に、シーケンス番号をイネーブルにした場合のロギング表示の一部を示します。

000019: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by vty2 (10.34.195.36)

メッセージの重大度の定義（任意）

選択したデバイスに表示されるメッセージを制限するには、メッセージの重大度を指定します

（表 58-3を参照）。

メッセージの重大度を定義するには、次の作業を実行します。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# service 
sequence-numbers

シーケンス番号をイネーブルにします。

ステップ 3 Switch(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 Switch# show running-config 入力を確認します。

ステップ 5 Switch# copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存し

ます。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# logging console level コンソールに保存するメッセージを制限します。

デフォルトで、コンソールはデバッグ メッセージ、および数

値的により低いレベルのメッセージを受信します（表 58-3
（P.58-9）を参照）。

ステップ 3 Switch(config)# logging monitor level 端末回線に出力するメッセージを制限します。

デフォルトで、端末はデバッグ メッセージ、および数値的に

より低いレベルのメッセージを受信します（表 58-3（P.58-9）
を参照）。
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（注） level を指定すると、この数値以下のレベルのメッセージが出力先に表示されます。

コンソールへのロギングをディセーブルにするには、no logging console グローバル コンフィギュレー

ション コマンドを使用します。コンソール以外の端末へのロギングをディセーブルにするには、no 
logging monitor グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。Syslog サーバへのロギ

ングをディセーブルにするには、no logging trap グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用

します。

表 58-3 に level キーワードを示します。また、対応する UNIX Syslog 定義を、重大度の も高いもの

から順に示します。

ソフトウェアは、これ以外の 4 つのカテゴリのメッセージを生成します。

• ソフトウェアまたはハードウェアの誤動作に関するエラー メッセージ：warnings ～ emergencies 
の重大度で表示されます。このタイプのメッセージは、スイッチの機能に影響があることを示しま

す。この誤動作からの回復手順については、このリリースに対応するシステム メッセージ ガイド

を参照してください。

• debug コマンドの出力：debugging の重大度で表示されます。通常、デバッグ コマンドは 
Technical Assistance Center（TAC）でのみ使用されます。

ステップ 4 Switch(config)# logging trap level Syslog サーバに保存するメッセージを制限します。

デフォルトで、Syslog サーバは通知メッセージ、および数値

的により低いレベルのメッセージを受信します（表 58-3
（P.58-9）を参照）。

Syslog サーバの設定手順については、「UNIX Syslog サーバ

の設定」（P.58-11）を参照してください。

ステップ 5 Switch(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 Switch# show running-config
or
Switch# show logging

入力を確認します。

ステップ 7 Switch# copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存しま

す。

コマンド 目的

表 58-3 メッセージ ロギング レベル キーワード

レベル キーワード レベル 説明 Syslog 定義

emergencies 0 システムが不安定 LOG_EMERG

alerts 1 即時処理が必要 LOG_ALERT

critical 2 クリティカルな状態 LOG_CRIT

errors 3 エラー状態 LOG_ERR

warnings 4 警告状態 LOG_WARNING

notifications 5 正常だが注意を要する状態 LOG_NOTICE

informational 6 情報メッセージのみ LOG_INFO

debugging 7 デバッグ メッセージ LOG_DEBUG
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• インターフェイスのアップまたはダウン トランジション メッセージおよびシステム再起動メッ

セージ：notifications の重大度で表示されます。このメッセージは単なる情報であり、スイッチの

機能には影響がありません。

• リロード要求と低プロセス スタック メッセージ：informational の重大度で表示されます。この

メッセージは単なる情報であり、スイッチの機能には影響がありません。

履歴テーブルおよび簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）への 
Syslog メッセージの送信制限（任意）

snmp-server enable trap グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、SNMP Network 
Management Station（NMS; ネットワーク管理ステーション）に送信されるように Syslog メッセージ 
トラップがイネーブルに設定されている場合は、スイッチの履歴テーブルに送信および格納されるメッ

セージの重大度を変更できます。また、履歴テーブルに格納されるメッセージの数を変更することもで

きます。

SNMP トラップは宛先への到達が保証されていないため、メッセージは履歴テーブルに格納されます。

デフォルトでは、Syslog トラップがイネーブルでない場合も、重大度が warnings のメッセージ、およ

び数値的により低いメッセージ（表 58-3（P.58-9）を参照）が、履歴テーブルに 1 つ格納されます。
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レベルおよび履歴テーブルのサイズのデフォルトを変更するには、次の作業を実行します。

履歴テーブルがいっぱいの場合（logging history size グローバル コンフィギュレーション コマンドで

指定した 大メッセージ エントリ数が格納されている場合）は、新しいメッセージ エントリを格納で

きるように、 も古いエントリがテーブルから削除されます。

Syslog メッセージのロギングをデフォルトの重大度に戻すには、no logging history グローバル コン

フィギュレーション コマンドを使用します。履歴テーブル内のメッセージ数をデフォルト値に戻すに

は、no logging history size グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

UNIX Syslog サーバの設定

次に、UNIX サーバの Syslog デーモンを設定し、UNIX システム ロギング機能を定義する手順につい

て説明します。

UNIX Syslog デーモンへのログ メッセージ

システム ログ メッセージを UNIX Syslog サーバに送信する前に、UNIX サーバ上で Syslog デーモン

を設定する必要があります。この手順は任意です。

（注） 新バージョンの UNIX Syslog デーモンの中には、デフォルトでネットワークからの Syslog パケット

を受け入れないものがあります。このようなシステムの場合に、Syslog メッセージのリモート ロギン

グをイネーブルにするには、Syslog コマンド ラインに追加または削除する必要があるオプションを、

UNIX の man syslogd コマンドを使用して判別します。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま

す。

ステップ 2 Switch(config)# logging history level1

1. 表 58-3 に、level キーワードおよび重大度を示します。SNMP を使用している場合は、重大度の値が 1 だけ増えます。たとえば、
emergencies は 0 ではなく 1 に、critical は 2 ではなく 3 になります。

履歴ファイルに保存され、SNMP サーバに送信される 
syslog メッセージのデフォルト レベルを変更します。

level キーワードのリストについては、表 58-3
（P.58-9）を参照してください。

デフォルトでは、warnings、errors、critical、
alerts、および emergencies のメッセージが送信され

ます。

ステップ 3 Switch(config)# logging history size number 履歴テーブルに保存できる Syslog メッセージの数を

指定します。

デフォルトでは 1 つのメッセージが格納されます。指

定できる範囲は 0 ～ 500 です。

ステップ 4 Switch(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 Switch# show running-config 入力を確認します。

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

存します。
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root としてログインし、次のステップを実行します。

ステップ 1 /etc/syslog.conf ファイルに次のような行を 1 行追加します。

local7.debug /usr/adm/logs/cisco.log

local7 キーワードは、使用するロギング機能を指定します。機能の詳細については、表 58-4
（P.58-13）を参照してください。  debug キーワードは、Syslog の重大度を指定します。重大度の詳細

については、表 58-3（P.58-9）を参照してください。Syslog デーモンは、これ以上の重大度の場合に、

次のフィールドで指定されたファイルにメッセージを送信します。このファイルは、Syslog デーモン

に書き込み権限がある既存ファイルでなければなりません。

ステップ 2 UNIX シェル プロンプトに次のコマンドを入力して、ログ ファイルを作成します。

$ touch /var/log/cisco.log
$ chmod 666 /var/log/cisco.log

ステップ 3 Syslog デーモンが新しい変更内容を読み取るようにします。

$ kill -HUP `cat /etc/syslog.pid`

詳細については、ご使用の UNIX システムの man syslog.conf および man syslogd コマンドを参照し

てください。

UNIX システム ロギング機能の設定

システム ログ メッセージを外部デバイスに送信する場合は、メッセージを UNIX Syslog 機能から送信

されたメッセージとして特定するようにシステムを設定できます。

UNIX システム ファシリティ メッセージ ロギングを設定するには、次の作業（任意）を実行します。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始し

ます。

ステップ 2 Switch(config)# logging host IP アドレスを入力することにより、メッセージを 
UNIX Syslog サーバ ホストに保存するようにします。

ログ メッセージを受信する Syslog サーバのリストを

作成するには、このコマンドを複数回入力します。

ステップ 3 Switch(config)# logging trap level Syslog サーバに保存するメッセージを制限します。

デフォルトでは、Syslog サーバは通知メッセージおよ

びそれより下のレベルのメッセージを受信します。

level キーワードについては、表 58-3（P.58-9）を参

照してください。

ステップ 4 Switch(config)# logging facility facility-type Syslog ファシリティを設定します。facility-type キー

ワードについては、表 58-4（P.58-13）を参照してく

ださい。

デフォルトは local7 です。

ステップ 5 Switch(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。
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Syslog サーバを削除するには、no logging host グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用し

て、Syslog サーバの IP アドレスを指定します。Syslog サーバへのロギングをディセーブルにするに

は、no logging trap グローバル コンフィギュレーション コマンドを入力します。

表 58-4 に、ソフトウェアでサポートされている UNIX システム機能を示します。これらの機能の詳細

については、ご使用の UNIX オペレーティング システムの操作マニュアルを参照してください。

ロギング設定の表示
ロギング設定およびログ バッファの内容を表示するには、show logging 特権 EXEC コマンドを使用し

ます。この出力のフィールドについては、『Cisco IOS Configuration Fundamentals Command 
Reference, Release 12.3』を参照してください。

ステップ 6 Switch# show running-config 入力を確認します。

ステップ 7 Switch# copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保

存します。

コマンド 目的

表 58-4 ロギング facility-type キーワード

facility-type キーワード  説明

auth 許可システム

cron cron 機能

daemon システム デーモン

kern カーネル

local0-7 ローカルに定義されたメッセージ

lpr ライン プリンタ システム

mail メール システム

news USENET ニュース

sys9-14 システムで使用

syslog システム ログ

user ユーザ プロセス

uucp UNIX から UNIX へのコピー システム
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SNMP の設定

この章では、Catalyst 4500 シリーズ スイッチに Simple Network Management Protocol（SNMP; 簡易

ネットワーク管理プロトコル）を設定する方法を説明します。

この章で説明する内容は、次のとおりです。

• 「SNMP について」（P.59-1）

• 「SNMP の設定」（P.59-5）

• 「SNMP ステータスの表示」（P.59-17）

（注） この章で使用するスイッチ コマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL で『Cisco 
Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』と関連資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products//hw/switches/ps4324/index.html

『Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』に掲載されていないコマンドについては、より詳

細な Cisco IOS ライブラリを参照してください。次の URL で『Catalyst 4500 Series Switch Cisco IOS 
Command Reference』と関連資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html

SNMP について
SNMP は、マネージャとエージェント間の通信にメッセージ形式を提供するアプリケーションレイヤ 
プロトコルです。SNMP システムは、SNMP マネージャ、SNMP エージェント、および MIB（管理情

報ベース）で構成されます。SNMP マネージャは、CiscoWorks などの Network Management System
（NMS; ネットワーク管理システム）に統合できます。エージェントおよび MIB は、スイッチに常駐し

ます。スイッチに SNMP を設定するには、マネージャとエージェントの関係を定義します。

SNMP エージェントは MIB 変数を格納し、SNMP マネージャはこの変数の値を要求または変更できま

す。マネージャはエージェントから値を取得したり、エージェントに値を格納したりできます。エー

ジェントは、デバイス パラメータやネットワーク データの保存場所である MIB から値を収集します。

また、エージェントはマネージャからのデータ取得またはデータ設定の要求に応答できます。

エージェントは非送信請求トラップをマネージャに送信できます。トラップは、ネットワーク上のある

状態を SNMP マネージャに通知するメッセージです。トラップには、間違ったユーザ認証、再起動、

リンク状態（アップまたはダウン）、MAC アドレスの追跡、伝送制御プロトコル（TCP）接続の終了、

ネイバーへの接続の消失、その他の重要なイベントがあります。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html
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ここでは、次の情報について説明します。

• 「SNMP バージョン」（P.59-2）

• 「SNMP マネージャ機能」（P.59-3）

• 「SNMP エージェント機能」（P.59-4）

• 「SNMP コミュニティ ストリング」（P.59-4）

• 「SNMP を使用して MIB 変数にアクセスする方法」（P.59-4）

• 「SNMP 通知」（P.59-5）

SNMP バージョン

Catalyst 4500 シリーズ スイッチは、次の SNMP バージョンをサポートします。

• SNMPv1：RFC1157 に規定された SNMP（完全インターネット標準）。

• SNMPv2C は、SNMPv2Classic のバルク検索機能を残し、エラー処理を改善したうえで、

SNMPv2Classic のパーティ ベースの管理およびセキュリティ フレームワークをコミュニティ ス
トリング ベースの管理フレームワークに置き換えたものです。次の機能があります。

– SNMPv2：RFC 1902 ～ 1907 に規定された SNMP バージョン 2（ドラフト版インターネット

標準）。

– SNMPv2C：RFC 1901 に規定された SNMPv2 のコミュニティ ストリング ベースの管理フ

レームワーク（試験版インターネット プロトコル）。

• SNMPv3：SNMP のバージョン 3 は、RFC 2273 ～ 2275 に規定されている相互運用可能な標準

ベース プロトコルです。SNMPv3 は、ネットワーク上のパケットを認証、暗号化することでデバ

イスへのアクセスに対するセキュリティを提供します。SNMPv3 は、次のセキュリティ機能を備

えています。

– メッセージの完全性：パケットが伝送中に改ざんされないようにします。

– 認証：メッセージが有効な送信元からのものかどうかを判別します。

– 暗号化：パッケージの内容をミキシングし、許可されていない送信元に内容が読まれることを

防止します。

（注） 暗号化を選択するには、priv キーワードを入力します。このキーワードは、暗号（暗

号化）ソフトウェア イメージがインストールされている場合にだけ指定できます。

SNMPv1 と SNMPv2C は、ともにコミュニティベース形式のセキュリティを使用します。エージェン

トの MIB にアクセスできるマネージャのコミュニティが、IP アドレス アクセス コントロール リスト

およびパスワードによって定義されます。

SNMPv2C にはバルク検索メカニズムが組み込まれ、より詳細なエラー メッセージを管理ステーショ

ンに報告します。バルク検索メカニズムは、テーブルや大量の情報を検索し、必要な往復回数を削減し

ます。SNMPv2C ではエラー処理機能が改善され、さまざまなエラーを区別するための拡張エラー 
コードが使用されています。これらのエラーは、SNMPv1 では単一のエラー コードで報告されます。

SNMPv2 では、エラー リターン コードでエラー タイプが報告されるようになりました。

SNMPv3 は、セキュリティ モデルとセキュリティ レベルの両方を提供します。セキュリティ モデル

は、ユーザとユーザが属しているグループ用に設定された認証方式です。セキュリティ レベルは、セ

キュリティ モデル内で許可されたセキュリティのレベルです。セキュリティ レベルとセキュリティ モ
デルの組み合わせにより、SNMP パケットを扱うときに使用するセキュリティ メカニズムが決まりま

す。使用可能なセキュリティ モデルは、SNMPv1、SNMPv2C、および SNMPv3 です。
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次の表に、セキュリティ モデルとセキュリティ レベルの各組み合わせの特性を示します。

管理ステーションでサポートされている SNMP バージョンを使用するには、SNMP エージェントを設

定する必要があります。エージェントは複数のマネージャと通信できるため、ソフトウェアを設定して 
SNMPv1、SNMPv2C、および SNMPv3 プロトコルを使用する通信をサポートすることができます。

SNMP マネージャ機能

SNMP マネージャは、MIB 情報を使用して、表 59-1 に示す動作を実行します。

モデル レベル 認証 暗号化 結果

SNMPv1 noAuthNoPriv コミュニティ スト

リング

No コミュニティ ストリングの照合を使用して認証し

ます。

SNMPv2C noAuthNoPriv コミュニティ スト

リング

No コミュニティ ストリングの照合を使用して認証し

ます。

SNMPv3 noAuthNoPriv ユーザ名 No ユーザ名の照合を使用して認証します。

SNMPv3 authNoPriv MD5 または SHA No HMAC-MD5 または HMAC-SHA アルゴリズムに

基づいて認証します。

SNMPv3 authPriv（暗号化ソフ

トウェア イメージが必

要）

MD5 または SHA DES HMAC-MD5 または HMAC-SHA アルゴリズムに

基づいて認証します。

CBC-DES（DES-56）標準に基づいて認証する以

外に、DES 56 ビット暗号化を行います。

表 59-1 SNMP の動作

動作 説明

get-request 特定の変数から値を取得します。

get-next-request テーブル内の変数から値を取得します。1

1. この動作では、SNMP マネージャに正確な変数名を認識させる必要はありません。テーブル内を順に検索して、
必要な変数を検出します。

get-bulk-request2

2. get-bulk コマンドを使用できるのは、SNMPv2 以上に限られます。

テーブルの複数の行など、通常はサイズの小さい多数のデータ ブロックに分割

して送信する必要がある巨大なデータ ブロックを取得します。

get-response NMS から送信される get-request、get-next-request、および set-request に対し

て応答します。

set-request 特定の変数に値を格納します。

trap SNMP エージェントから SNMP マネージャに送られる、イベントの発生を伝え

る非送信請求メッセージです。
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SNMP エージェント機能

SNMP エージェントは、次のようにして SNMP マネージャ要求に応答します。

• MIB 変数の取得：SNMP エージェントは NMS からの要求に応答して、この機能を開始します。

エージェントは要求された MIB 変数の値を取得し、この値を使用して NMS に応答します。

• MIB 変数の設定：SNMP エージェントは NMS からのメッセージに応答して、この機能を開始し

ます。SNMP エージェントは、MIB 変数の値を NMS から要求された値に変更します。

エージェントで重要なイベントが発生したことを NMS に通知するために、SNMP エージェントは非送

信請求トラップ メッセージも送信します。トラップ条件の例には、ポートまたはモジュールがアップ

またはダウン状態になった場合、スパニングツリー トポロジが変更された場合、認証に失敗した場合

などがあります。

SNMP コミュニティ ストリング

SNMP コミュニティ ストリングは、MIB オブジェクトに対するアクセスを認証し、組み込みパスワー

ドとして機能します。NMS がスイッチにアクセスするには、NMS のコミュニティ ストリング定義が、

スイッチ上の 3 つのコミュニティ ストリング定義の少なくとも 1 つと一致していなければなりません。

コミュニティ ストリングの属性は、次の 3 つのいずれかです。

• Read-Only（RO）：許可された管理ステーションに、コミュニティ ストリングを除く MIB 内のす

べてのオブジェクトへの読み取りアクセスを許可しますが、書き込みアクセスは許可しません。

• Read-Write（RW）：許可された管理ステーションに、MIB 内のすべてのオブジェクトへの読み書

きアクセスを許可しますが、コミュニティ ストリングに対するアクセスは許可しません。

• Read-write-all：認可された管理ステーションに、コミュニティ ストリングを含む MIB の全オブ

ジェクトに対する読み取りおよび書き込みアクセス権を与えます。

SNMP を使用して MIB 変数にアクセスする方法 
NMS の例として、CiscoWorks ネットワーク管理ソフトウェアがあります。CiscoWorks 2000 ソフト

ウェアは、スイッチの MIB 変数を使用してデバイス変数を設定し、ネットワーク上のデバイスをポー

リングして特定の情報を取得します。ポーリング結果は、グラフ形式で表示されます。この結果を解析

して、インターネットワーキング関連の問題のトラブルシューティング、ネットワーク パフォーマン

スの改善、デバイス設定の確認、トラフィック負荷のモニタなどを行うことができます。

図 59-1 に示すように、SNMP エージェントは MIB からデータを収集します。エージェントは SNMP 
マネージャに対し、トラップ（特定イベントの通知）を送信でき、SNMP マネージャはトラップを受

信して処理します。トラップは、ネットワーク上で発生した不正なユーザ認証、再起動、リンク ス
テータス（アップまたはダウン）、MAC アドレス トラッキングなどの状況を SNMP マネージャに通知

します。SNMP エージェントはさらに、SNMP マネージャから get-request、get-next-request、および 
set-request 形式で送信される MIB 関連のクエリーに応答します。
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図 59-1 SNMP ネットワーク

SNMP 通知

SNMP を使用すると、特定のイベントが発生した場合に、スイッチから SNMP マネージャに通知を送

信できます。SNMP 通知は、トラップまたは情報要求として送信できます。コマンド構文では、ト

ラップまたは情報を選択するオプションがコマンドにない限り、キーワード traps はトラップ、情報、

またはその両方を表します。snmp-server host コマンドを使用して、トラップまたは情報として 
SNMP 通知を送信するかどうかを指定します。

（注） SNMPv1 は情報をサポートしていません。

トラップは信頼性に欠けます。受信側はトラップを受信しても確認応答を送信しないので、トラップが

受信されたかどうかが送信側にわからないからです。情報要求の場合、受信した SNMP マネージャは 
SNMP 応答 Protocol Data Unit（PDU; プロトコル データ ユニット）でメッセージを確認します。送信

側が応答を受信しなかった場合は、再び情報要求を送信できます。再送信できるので、情報の方がト

ラップより意図した宛先に届く可能性が高くなります。

情報の方がトラップより信頼性が高いのは、スイッチおよびネットワークのリソースを多く消費すると

いう特性にも理由があります。送信と同時に廃棄されるトラップと異なり、情報要求は応答を受信する

まで、または要求がタイムアウトになるまで、メモリ内に保持されます。トラップの送信は 1 回限りで

すが、情報は数回にわたって再送信つまり再試行が可能です。再試行によってトラフィックが増え、

ネットワークのオーバーヘッドが大きくなる原因になります。トラップにするか情報にするかは、信頼

性を取るかリソースを取るかという選択になります。SNMP マネージャですべての通知を受信するこ

とが重要な場合は、情報要求を使用してください。ネットワークまたはスイッチ メモリ上のトラ

フィックが問題になる場合で、なおかつ通知が不要な場合は、トラップを使用してください。

SNMP の設定
ここでは、スイッチに SNMP を設定する方法について説明します。内容は次のとおりです。

• 「SNMP のデフォルト設定」（P.59-6）

• 「SNMP 設定時の注意事項」（P.59-6）

• 「SNMP エージェントのディセーブル化」（P.59-7）

• 「コミュニティ ストリングの設定」（P.59-7）

• 「SNMP グループおよびユーザの設定」（P.59-9）

• 「SNMP 通知の設定」（P.59-11）

• 「エージェント コンタクトおよびロケーションの設定」（P.59-15）

• 「SNMP を通して使用する TFTP サーバの制限」（P.59-15）

• 「SNMP の例」（P.59-16）

Get-request Get-next-request
Get-bulk Set-request

 

Get-response  

43
58

1

SNMP 

NMS

MIB
SNMP 
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SNMP のデフォルト設定

表 59-2 に、SNMP のデフォルト設定を示します。

SNMP 設定時の注意事項

SNMP グループは、SNMP ユーザを SNMP ビューに対応付けるテーブルです。SNMP ユーザは、

SNMP グループのメンバです。SNMP ホストは、SNMP トラップ動作の受信側です。SNMP エンジン 
ID は、ローカルまたはリモート SNMP エンジンの名前です。

SNMP を設定する場合は、以下の注意事項に従ってください。

• SNMP グループを設定するときは、通知ビューを指定しません。snmp-server host グローバル コ
ンフィギュレーション コマンドがユーザの通知ビューを自動生成し、そのユーザを対応するグ

ループに追加します。グループの通知ビューを変更すると、そのグループに対応付けられたすべて

のユーザが影響を受けます。通知ビューを設定するタイミングについては、『Cisco IOS 
Configuration Fundamentals Command Reference, Release 12.2』を参照してください。

• リモート ユーザを設定する場合は、ユーザが存在するデバイスのリモート SNMP エージェントに

対応する IP アドレスまたはポート番号を指定します。

• 特定のエージェントのリモート ユーザを設定する前に、snmp-server engineID グローバル コン

フィギュレーション コマンドを remote オプションとともに使用して、SNMP エンジン ID を設定

してください。リモート エージェントの SNMP エンジン ID およびユーザ パスワードを使用して

認証およびプライバシー ダイジェストが算出されます。先にリモート エンジン ID を設定しておか

ないと、コンフィギュレーション コマンドがエラーになります。

• SNMP 情報を設定するときには、プロキシ要求または情報の送信先となるリモート エージェント

の SNMP エンジン ID を SNMP データベースに設定しておく必要があります。

• ローカル ユーザがリモート ホストと関連付けられていない場合、スイッチは auth（authNoPriv）
および priv（authPriv）の認証レベルの情報を送信しません。

• SNMP エンジン ID の値を変更すると、重大な影響が生じます。（コマンド ラインで入力された）

ユーザのパスワードは、パスワードおよびローカル エンジン ID に基づいて、MD5 または SHA セ
キュリティ ダイジェストに変換されます。コマンド ラインのパスワードは、RFC 2274 の規定に

従って廃棄されます。このようにパスワードが廃棄されるため、エンジン ID 値を変更した場合は 
SNMPv3 ユーザのセキュリティ ダイジェストが無効となり、snmp-server user username グロー

バル コンフィギュレーション コマンドを使用して、SNMP ユーザを再設定する必要がでてきます。

エンジン ID を変更した場合は、同様の制限によってコミュニティ ストリングも再設定する必要が

あります。

表 59-2 SNMP のデフォルト設定

機能 デフォルト設定

SNMP エージェント イネーブル

SNMP トラップ レシーバ 未設定

SNMP トラップ TCP 接続のトラップ（tty）以外は、イネーブルになりません。

SNMP バージョン version キーワードがない場合、デフォルトはバージョン 1 になりま

す。

SNMPv3 認証 キーワードを入力しなかった場合、セキュリティ レベルはデフォルト

で noauth（noAuthNoPriv）になります。

SNMP 通知タイプ タイプが指定されていない場合、すべての通知が送信されます。
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SNMP エージェントのディセーブル化

SNMP エージェントをディセーブルにするには、次の作業を行います。

no snmp-server グローバル コンフィギュレーション コマンドは、デバイスで実行するすべてのバー

ジョン（バージョン 1、バージョン 2C、およびバージョン 3）をディセーブルにします。SNMP をイ

ネーブルにする特定の Cisco IOS コマンドは存在しません。 初に入力する snmp-server グローバル 
コンフィギュレーション コマンドによって、SNMP のすべてのバージョンがイネーブルになります。

コミュニティ ストリングの設定

SNMP マネージャとエージェントの関係を定義するには、SNMP コミュニティ ストリングを使用しま

す。コミュニティ ストリングは、スイッチ上のエージェントへのアクセスを許可するパスワードと同

様に機能します。ストリングに対応する次の特性を 1 つまたは複数指定することもできます。

• コミュニティ ストリングを使用してエージェントにアクセスできる SNMP マネージャの IP アドレ

スのアクセス リスト

• 指定のコミュニティにアクセスできるすべての MIB オブジェクトのサブセットを定義する MIB 
ビュー

• コミュニティにアクセスできる MIB オブジェクトの読み書き権限または読み取り専用権限

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始しま

す。

ステップ 2 Switch(config)# no snmp-server SNMP エージェント動作をディセーブルにします。

ステップ 3 Switch(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 Switch# show running-config 入力を確認します。

ステップ 5 Switch# copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存し

ます。
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スイッチにコミュニティ ストリング設定するには、次の作業を行います。

（注） SNMP コミュニティのアクセスをディセーブルにするには、そのコミュニティのコミュニティ ストリ

ングをヌル ストリングに設定します（コミュニティ ストリングに値を入力しないでください）。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# [no] snmp-server 
community string [view view-name] [ro | 
rw] [access-list-number]

コミュニティ ストリングを設定します。

• string には、パスワードと同様に機能し、SNMP プロトコル

へのアクセスを許可するストリングを指定します。 大 117 
文字までの 1 つまたは複数のコミュニティ ストリングを設定

できます。

• （任意）view には、コミュニティがアクセスできるビュー レ
コードを指定します。

• （任意）許可された管理ステーションで MIB オブジェクトを

取得する場合は読み取り専用（ro）、許可された管理ステー

ションで MIB オブジェクトを取得および変更する場合は読み

書き（rw）を指定します。デフォルトでは、コミュニティ ス
トリングはすべてのオブジェクトに対する読み取り専用アク

セスを許可します。

• （任意）access-list-number には、1 ～ 99 および 1300 ～ 1999 
の標準 IP アクセス リスト番号を入力します。

特定のコミュニティ ストリングを削除するには、no snmp-server 
community string グローバル コンフィギュレーション コマンド

を使用します。

ステップ 3 Switch(config)# access-list 
access-list-number {deny | permit} 
source [source-wildcard]

（任意）ステップ 2 の IP 標準アクセス リストの番号を指定した場

合、必要な回数だけコマンドを実行してリストを作成します。

• access-list-number には、ステップ 2 で指定したアクセス リ
スト番号を入力します。

• deny キーワードは、条件が一致した場合にアクセスを拒否し

ます。permit キーワードは、条件が一致した場合にアクセス

を許可します。

• source には、コミュニティ ストリングを使用してエージェン

トにアクセスできる SNMP マネージャの IP アドレスを入力

します。

• （任意）source-wildcard には、source に適用されるワイルド

カード ビットをドット付き 10 進表記で入力します。無視す

るビット位置には 1 を設定します。

アクセス リストの末尾には、すべてに対する暗黙の拒否ステート

メントが常に存在することに注意してください。

ステップ 4 Switch(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 Switch# show running-config 入力を確認します。

ステップ 6 Switch# copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
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（注） snmp-server enable informs コマンドは使用できません。SNMP 応答要求型通知の送信をイネーブル

にするには、snmp-server enable traps コマンドを snmp-server host host-addr informs コマンドとと

もに使用します。

次に、ストリング comaccess を SNMP に割り当てて読み取り専用アクセスを許可し、IP アクセス リス

ト 4 がこのコミュニティ ストリングを使用してスイッチの SNMP エージェントにアクセスできるよう

に指定する例を示します。

Switch(config)# snmp-server community comaccess ro 4

SNMP グループおよびユーザの設定

スイッチのローカルまたはリモート SNMP サーバ エンジンを表す識別名（エンジン ID）を指定できま

す。SNMP ユーザを SNMP ビューにマッピングする、SNMP サーバ グループを設定し、新規ユーザを 
SNMP グループに追加できます。

スイッチに SNMP を設定するには、次の作業を実行します。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# snmp-server engineID 
{local engineid-string | remote 
ip-address [udp-port port-number] 
engineid-string}

SNMP のローカル コピーまたはリモート コピーに名前を設定しま

す。

• engineid-string は、SNMP のコピー名を指定する 24 文字の ID 
ストリングです。後続ゼロが含まれる場合は、24 文字のエンジ

ン ID すべてを指定する必要はありません。指定するのは、エン

ジン ID のうちゼロのみが続く箇所を除いた部分だけです。たと

えば、エンジン ID 123400000000000000000000 を設定するに

は、次のように入力します。
snmp-server engineID local 1234

• remote を選択する場合、SNMP のリモート コピーを含むデバイ

スの ip-address と、任意でリモート デバイスの UDP ポートを指

定します。デフォルト値は 162 です。
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ステップ 3 Switch(config)# snmp-server group 
groupname {v1 | v2c | v3 [auth | 
noauth | priv]} [read readview] [write 
writeview] [notify notifyview] [access 
access-list]

リモート デバイス上で新しい SNMP グループを設定します。

• groupname には、グループを指定します。

• セキュリティ モデルを指定します。

– v1 は、 も安全性の低いセキュリティ モデルです。

– v2c は、2 番めに安全性の低いセキュリティ モデルです。標

準の 2 倍の幅で情報および整数を伝送できます。

– も安全な v3 の場合、認証レベルを選択する必要がありま

す。

auth：MD5 および SHA によるパケット認証が可能です。

noauth：noAuthNoPriv セキュリティ レベル。キーワード

を指定しなかった場合、これがデフォルトです。

priv：DES によるパケット暗号化をイネーブルにします

（privacy とも呼ばれます）。

（注） priv キーワードは、暗号イメージがインストールされている

場合にだけ指定できます。

• （任意）read readview とともに、エージェントの内容を表示で

きるビューの名前を表すストリング（64 文字以下）を入力しま

す。

• （任意）write writeview とともに、データを入力し、エージェン

トの内容を表示できるビューの名前を表すストリング（64 文字

以下）を入力します。

• （任意）notify notifyview とともに、通知、情報、またはトラッ

プを指定するビューの名前を表すストリング（64 文字以下）を

入力します。

• （任意）access access-list とともに、アクセス リスト名のストリ

ング（64 文字以下）を入力します。

コマンド 目的
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SNMP 通知の設定

トラップ マネージャは、トラップを受信して処理する管理ステーションです。トラップは、特定のイ

ベントが発生したときにスイッチが生成するシステム アラートです。デフォルトでは、トラップ マ
ネージャは定義されず、トラップは送信されません。Cisco IOS Release 12.2(31)SG 以降のリリースを

実行するスイッチで使用できるトラップ マネージャの数には制限がありません。

（注） コマンド構文で traps というワードを使用するコマンドは多数あります。トラップとインフォームのど

ちらかを選択するオプションがコマンドにないかぎり、traps キーワードは、トラップとインフォーム

のどちらか一方または両方を意味します。snmp-server host コマンドを使用して、トラップまたは情

報として SNMP 通知を送信するかどうかを指定します。

表 59-3 に、サポートされているスイッチ トラップ（通知タイプ）を示します。これらのトラップの一

部または全部をイネーブルにして、これを受信するようにトラップ マネージャを設定できます。 

ステップ 4 Switch(config)# snmp-server user 
username groupname [remote host 
[udp-port port]] {v1 | v2c | v3 [auth 
{md5 | sha} auth-password]} [encrypted] 
[access access-list]

SNMP グループに新しいユーザを設定します。

• usernameは、エージェントに接続するホストでのユーザの名前

です。

• groupname は、ユーザが対応付けられるグループの名前です。

• （任意）remoteを入力して、ユーザが所属するリモート SNMP 
エンティティと、そのエンティティのホスト名または IP アドレ

スを UDP ポート番号（任意）とともに指定します。デフォルト

値は 162 です。

• SNMP バージョン番号を指定します（v1、v2c、または v3）。v3 
を入力する場合は、次のオプションを追加します。

– auth。認証レベル設定セッションです。HMAC-MD5-96 と 
HMAC-SHA-96 のどちらかを指定でき、64 文字以内のパス

ワード文字列が必要です。

– encrypted は、パスワードを暗号化形式で表示するように指

定します。

• （任意）access access-list とともに、アクセス リスト名のストリ

ング（64 文字以下）を入力します。

ステップ 5 Switch(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 Switch# show running-config 入力を確認します。

ステップ 7 Switch# copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 目的
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表 59-3 スイッチの通知タイプ

通知タイプのキーワー

ド 説明

bgp BGP ステート変更トラップを生成します。

（注） このオプションは、拡張マルチレイヤ イメージがインストールされ

ている場合だけ使用できます。

bridge スパニングツリー プロトコル（STP）ブリッジ MIB トラップを生成します。

config SNMP 設定が変更された場合に、トラップを生成します。

config-copy SNMP コピー設定が変更された場合に、トラップを生成します。

cpu CPU 関連トラップを許可します。

eigrp EIGRP トラップをイネーブルにします。

（注） このオプションは、拡張マルチレイヤ イメージがインストールされ

ている場合だけ使用できます。

entity SNMP エンティティが変更された場合に、トラップを生成します。

envmon 環境モニタ トラップを生成します。環境トラップのファン、シャットダウ

ン、電源装置、温度のいずれかまたはすべてをイネーブルにできます。

flash SNMP FLASH 通知を生成します。

fru-ctrl SNMP エンティティ FRU 制御トラップをイネーブルにします。

hsrp ホットスタンバイ ルータ プロトコル（HSRP）が変更された場合に、トラッ

プを生成します。

ipmulticast IP マルチキャスト ルーティングが変更された場合に、トラップを生成しま

す。

isis IS-IS トラップをネーブルにします。

（注） このオプションは、拡張マルチレイヤ イメージがインストールされ

ている場合だけ使用できます。

mac-notification MAC アドレス通知のトラップを生成します。

msdp Multicast Source Discovery Protocol（MSDP）が変更された場合に、トラッ

プを生成します。

（注） このオプションは、拡張マルチレイヤ イメージがインストールされ

ている場合だけ使用できます。

ospf Open Shortest Path First（OSPF）が変更された場合に、トラップを生成し

ます。シスコ固有、エラー、リンクステート アドバタイズ、レート制限、再

送信、ステート変更に関するトラップを任意にイネーブルにできます。

（注） このオプションは、拡張マルチレイヤ イメージがインストールされ

ている場合だけ使用できます。

pim Protocol-Independent Multicast（PIM）が変更された場合に、トラップを生

成します。無効な PIM メッセージ、ネイバー変更、およびランデブー ポイ

ント（RP）マッピングの変更に関するトラップを任意にイネーブルにでき

ます。

port-security SNMP ポート セキュリティ トラップを生成します。1 秒あたりの 大ト

ラップ速度も設定できます。指定できる範囲は 0 ～ 1000 秒です。デフォル

トは 0 秒で、レート制限がないという意味です。

rf Cisco-RF-MIB で定義したすべての SNMP トラップをイネーブルにします。



59-13
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-25340-01-J

第 59 章      SNMP の設定

SNMP の設定

表 59-3 に示す通知タイプを受信するには、特定のホストに対して snmp-server host グローバル コン

フィギュレーション コマンドを実行します。

ホストにトラップまたはインフォームを送信するようにスイッチを設定するには、次の作業を実行しま

す。

snmp 認証、コールド スタート、ウォーム スタート、リンク アップ、またはリン

ク ダウンについて、SNMP タイプ通知のトラップを生成します。

storm-control SNMP ストーム制御のトラップを生成します。1 秒あたりの 大トラップ速

度も設定できます。指定できる範囲は 0 ～ 1000 です。デフォルトは 0 に設

定されています（制限なしの状態では、発生ごとにトラップが送信されま

す）。

stpx SNMP STP 拡張 MIB トラップを生成します。

syslog SNMP の Syslog トラップを生成します。

tty TCP 接続のトラップを生成します。このトラップは、デフォルトでイネーブ

ルに設定されています。

vlan-membership SNMP VLAN メンバーシップが変更された場合に、トラップを生成します。

vlancreate SNMP VLAN 作成トラップを生成します。

vlandelete SNMP VLAN 削除トラップを生成します。

vtp VLAN Trunking Protocol（VTP; VLAN トランキング プロトコル）が変更

された場合に、トラップを生成します。

表 59-3 スイッチの通知タイプ （続き）

通知タイプのキーワー

ド 説明

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# snmp-server 
engineID remote ip-address 
engineid-string

リモート ホストのエンジン ID を指定します。

ステップ 3 Switch(config)# snmp-server user 
username groupname remote host 
[udp-port port] {v1 | v2c | v3 
[auth {md5 | sha} auth-password]} 
[encrypted] [access access-list]

SNMP ユーザを設定し、ステップ 2 で作成したリモート ホストに関連

付けます。

（注） アドレスに対応するリモート ユーザを設定するには、先にリ

モート ホストのエンジン ID を設定しておく必要があります。リ

モート エンジン ID を設定する前にユーザを設定しようとすると

エラー メッセージが表示され、コマンドは実行されません。
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snmp-server host コマンドでは、通知を受信するホストを指定します。 
snmp-server enable trap コマンドによって、指定された通知（トラップおよび情報）のメカニズムが

グローバルでイネーブルになります。ホストにインフォームを受信させるには、ホストに 
snmp-server host コマンドを設定し、snmp-server enable traps コマンドを使用してインフォームを

グローバルにイネーブルにする必要があります。

ステップ 4 Switch(config)# snmp-server host 
host-addr [traps | informs] 
[version {1 | 2c | 3 [auth | noauth | 
priv]}] community-string [udp-port 
port] [notification-type] 

SNMP トラップ動作の受信先を指定します。

• host-addr には、ホスト（対象となる受信側）の名前またはイン

ターネット アドレスを指定します。

• （任意）SNMP トラップをホストに送信するには、traps（デフォル

ト）を指定します。

• （任意）SNMP 情報をホストに送信するには、informs を指定しま

す。

• （任意）SNMP version（1、2c、または 3）を指定します。

SNMPv1 は情報をサポートしていません。

• （任意）バージョン 3 の場合、認証レベル auth、noauth、または 
priv を選択します。

（注） priv キーワードは、暗号イメージがインストールされている場

合にだけ指定できます。

• community-string には、通知動作とともに送信される、パスワード

に似たコミュニティ ストリングを指定します。

• （任意）udp-port port には、リモート デバイス UDP ポートを指定

します。

• （任意）notification-type には、表 59-3（P.59-12）に記載されてい

るキーワードを使用します。タイプが指定されていない場合、すべ

ての通知が送信されます。

ステップ 5 Switch(config)# snmp-server enable 
traps notification-types

スイッチでのトラップまたはインフォームの送信をイネーブルにし、送

信する通知の種類を指定します。通知の種類については、表 59-3
（P.59-12） を参照するか、または snmp-server enable traps ? と入力し

ます。

複数のトラップ タイプをイネーブルにするには、トラップ タイプごと

に snmp-server enable traps コマンドを個別に入力する必要がありま

す。

ステップ 6 Switch(config)# snmp-server 
trap-source interface-id

（任意）送信元インターフェイスを指定します。このインターフェイス

によってトラップ メッセージの IP アドレスが提供されます。情報の送

信元 IP アドレスも、このコマンドで設定します。

ステップ 7 Switch(config)# snmp-server 
queue-length length

（任意）各トラップ ホストのメッセージ キューの長さを指定します。指

定できる範囲は 1 ～ 1000 です。デフォルトは 10 です。

ステップ 8 Switch(config)# snmp-server 
trap-timeout seconds

（任意）トラップ メッセージを再送信する頻度を指定します。指定でき

る範囲は 1 ～ 1000 です。デフォルトは 30 秒です。

ステップ 9 Switch(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 10 Switch# show running-config 入力を確認します。

ステップ 11 Switch# copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 目的



59-15
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-25340-01-J

第 59 章      SNMP の設定

SNMP の設定

指定したホストがトラップを受信しないようにするには、no snmp-server host host グローバル コン

フィギュレーション コマンドを使用します。キーワードを指定しないで no snmp-server host コマン

ドを使用すると、ホストへのトラップはディセーブルになりますが、情報はディセーブルになりませ

ん。情報をディセーブルにするには、no snmp-server host informs グローバル コンフィギュレーショ

ン コマンドを使用してください。特定のトラップ タイプをディセーブルにするには、no snmp-server 
enable traps notification-types グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

エージェント コンタクトおよびロケーションの設定

システムの連絡先および SNMP エージェントの設置場所を設定してコンフィギュレーション ファイル

を使用してアクセスできるようにするには、次の作業を実行します。

SNMP を通して使用する TFTP サーバの制限

SNMP を介したコンフィギュレーション ファイルの保存とロードに使用する TFTP サーバを、アクセ

ス リストで指定したサーバに限定するには、次の作業を実行します。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# snmp-server contact 
text

システムの連絡先文字列を設定します。

次に例を示します。

snmp-server contact Dial System Operator at beeper 21555.

ステップ 3 Switch(config)# snmp-server location 
text

システムの場所文字列を設定します。

次に例を示します。

snmp-server location Building 3/Room 222

ステップ 4 Switch(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 Switch# show running-config 入力を確認します。

ステップ 6 Switch# copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# snmp-server 
tftp-server-list access-list-number

SNMP を介したコンフィギュレーション ファイルのコピーに使用

する TFTP サーバを、アクセス リストのサーバに限定します。

access-list-number には、1 ～ 99 および 1300 ～ 1999 の標準 IP ア
クセス リスト番号を入力します。
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SNMP の例

次に、SNMP の全バージョンをイネーブルにする例を示します。この設定では、任意の SNMP マネー

ジャがコミュニティ ストリング public を使用して、読み取り専用権限ですべてのオブジェクトにアク

セスできます。この設定では、スイッチはトラップを送信しません。

Switch(config)# snmp-server community public

次に、任意の SNMP マネージャがコミュニティ ストリング public を使用して、読み取り専用権限です

べてのオブジェクトにアクセスする例を示します。スイッチは、ホスト 192.180.1.111 および 
192.180.1.33（SNMPv1 を使用）や、ホスト 192.180.1.27（SNMPv2C を使用）へ VTP トラップを送

信します。コミュニティ ストリング public は、トラップとともに送信されます。

Switch(config)# snmp-server community public
Switch(config)# snmp-server enable traps vtp
Switch(config)# snmp-server host 192.180.1.27 version 2c public
Switch(config)# snmp-server host 192.180.1.111 version 1 public
Switch(config)# snmp-server host 192.180.1.33 public

次に、comaccess コミュニティ ストリングを使用するアクセス リスト 4 のメンバに、すべてのオブ

ジェクトへの読み取り専用アクセスを許可する例を示します。その他の SNMP マネージャは、どのオ

ブジェクトにもアクセスできません。SNMP 認証障害トラップは、SNMPv2C がコミュニティ ストリ

ング public を使用してホスト cisco.com に送信します。

Switch(config)# snmp-server community comaccess ro 4
Switch(config)# snmp-server enable traps snmp authentication
Switch(config)# snmp-server host cisco.com version 2c public

次に、エンティティ MIB トラップをホスト cisco.com に送信する例を示します。コミュニティ ストリ

ングは制限されます。先頭行は、すでにイネーブルに設定されているトラップに加えて、エンティティ 
MIB トラップを送信するようにスイッチをイネーブルにします。2 行目はこれらのトラップの宛先を

指定し、ホスト cisco.com に対する以前の snmp-server host コマンドを無効にします。

ステップ 3 Switch(config)# access-list 
access-list-number {deny | permit} 
source [source-wildcard]

標準アクセス リストを作成し、コマンドを必要な回数だけ実行し

ます。

• access-list-number には、ステップ 2 で指定したアクセス リス

ト番号を入力します。

• deny キーワードは、条件が一致した場合にアクセスを拒否し

ます。permit キーワードは、条件が一致した場合にアクセス

を許可します。

• source には、スイッチにアクセスできる TFTP サーバの IP ア
ドレスを入力します。

• （任意）source-wildcard には、source に適用されるワイルド

カード ビットをドット付き 10 進表記で入力します。無視する

ビット位置には 1 を設定します。

（注） アクセス リストの末尾には、すべてに対する暗黙の拒否ス

テートメントが常に存在します。

ステップ 4 Switch(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 Switch# show running-config 入力を確認します。

ステップ 6 Switch# copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 目的
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Switch(config)# snmp-server enable traps entity 
Switch(config)# snmp-server host cisco.com restricted entity

次に、コミュニティ ストリング public を使用して、すべてのトラップをホスト myhost.cisco.com に送

信するようにスイッチをイネーブルにする例を示します。

Switch(config)# snmp-server enable traps
Switch(config)# snmp-server host myhost.cisco.com public

次に、ユーザとリモート ホストを関連付けて、グローバル コンフィギュレーション モードのときに 
auth（authNoPriv）認証レベルで情報を送信する例を示します。

Switch(config)# snmp-server engineID remote 192.180.1.27 00000063000100a1c0b4011b
Switch(config)# snmp-server group authgroup v3 auth
Switch(config)# snmp-server user authuser authgroup remote 192.180.1.27 v3 auth md5 
mypassword
Switch(config)# snmp-server user authuser authgroup v3 auth md5 mypassword
Switch(config)# snmp-server host 192.180.1.27 informs version 3 auth authuser config
Switch(config)# snmp-server enable traps
Switch(config)# snmp-server inform retries 0

SNMP ステータスの表示
SNMP の出入力統計情報を、不正なコミュニティ ストリング エントリの数、エラー、および要求され

た変数を含めて表示するには、show snmp 特権 EXEC コマンドを使用します。表 59-4 の他の特権 
EXEC コマンドを使用して SNMP 情報を表示することもできます。出力のフィールドについては、

『Cisco IOS Configuration Fundamentals Command Reference, Release 12.4』を参照してください。

（注） snmp-server enable informs コマンドは使用できません。SNMP インフォーム通知の送信をイネーブ

ルにするには、snmp-server enable traps コマンドを  snmp-server host host-addr informs コマンド

とともに使用します。

表 59-4 SNMP 情報を表示するためのコマンド

機能 デフォルト設定

show snmp SNMP 統計情報を表示します。

show snmp engineID デバイスに設定されているローカル SNMP エンジンおよび

すべてのリモート エンジンに関する情報を表示します。

show snmp group ネットワーク上の各 SNMP グループに関する情報を表示し

ます。

show snmp pending 保留中の SNMP 要求の情報を表示します。

show snmp sessions 現在の SNMP セッションの情報を表示します。

show snmp user SNMP ユーザ テーブルの各 SNMP ユーザ名に関する情報

を表示します。
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（注） NetFlow は、Catalyst 4900M、Catalyst 4948E、Supervisor Engine 6-E、および Supervisor Engine 
6L-E でサポートされません。これは、Supervisor Engine 7-E および Supervisor Engine 7L-E だけでサ

ポートされます。

この章では、Catalyst 4500 シリーズ スイッチ上で、NetFlow 統計情報を設定する方法について説明し

ます。設定上の注意事項、設定手順、および設定例についても示します。

次のトピックについて説明します。

• 「NetFlow 統計情報収集について」（P.60-1）

• 「NetFlow 統計情報収集機能の設定」（P.60-6）

• 「NetFlow 統計情報収集機能の設定例」（P.60-13）

• 「NetFlow の設定例」（P.60-14）

（注） この章で使用するスイッチ コマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL で『Cisco 
Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』と関連資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products//hw/switches/ps4324/index.html

『Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』に掲載されていないコマンドについては、より詳

細な Cisco IOS ライブラリを参照してください。次の URL でCisco IOS コマンド リファレンスと関連

資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html

（注） NetFlow の使用および管理の詳細については、『NetFlow Solutions Guide』を参照してください。

NetFlow 統計情報収集について
ネットワーク フローは、特定の送信元と宛先（両方ともネットワーク層 IP アドレスおよびトランス

ポートレイヤ ポート番号で定義）の間における、パケットの単方向ストリームとして定義されます。

具体的にフローは、送信元 IP アドレス、宛先 IP アドレス、送信元ポート番号、宛先ポート番号、プロ

トコル タイプ、Type of Service（ToS; タイプ オブ サービス）、入力インターフェイスというフィール

ドの組み合わせとして識別されます。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html
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NetFlow 統計情報は、グローバル トラフィックのモニタ機能であり、これにより、NetFlow Data 
Export（NDE; NetFlow データ エクスポート）を使用して、スイッチを通過するすべての IPv4 ルー

テッド トラフィックをフローレベルで監視できるようになります。収集された統計情報は、外部デバ

イス（NetFlow Collector/Analyzer）にエクスポートしてさらに処理できます。ネットワーク プラン

ナーは、NetFlow 統計情報（および NDE）をデバイス単位で選択的にイネーブルにして、特定のネッ

トワーク領域のトラフィック パフォーマンス、制御、または課金情報を得ることができます。

NetFlow は、2 つのフォーマットのうちどちらかにより、UDP データグラムでフロー情報をエクス

ポートします。バージョン 1 フォーマットは 初にリリースされたバージョンであり、バージョン 5 
は、Border Gateway Protocol（BGP）自律システム（AS）情報およびフロー シーケンス番号を追加し

た強化機能です。バージョン 1 フォーマットおよびバージョン 5 フォーマットでは、ヘッダーおよび 1 
つ以上のフロー レコードからデータグラムが構成されます。ヘッダーの 初のフィールドに、エクス

ポート データグラムのバージョン番号が指定されます。

ここでは、次の内容について説明します。

• 「ハードウェアから取得する情報」（P.60-4）

• 「ソフトウェアから取得する情報」（P.60-4）

• 「入力および出力インターフェイス番号と AS 番号の割り当て」（P.60-4）

• 「UBRL およびマイクロフロー ポリシングと Netflow 統計情報の機能の相互作用」（P.60-5）

• 「VLAN の統計情報」（P.60-6）

NDE バージョン

Catalyst 4500 シリーズ スイッチでは、収集された統計情報用に NDE バージョン 1 および 5 がサポー

トされます。NetFlow 集計では NDE バージョン 8 が必要です。

現在のフロー マスクによっては、フロー レコードの一部のフィールドに値が入らない場合があります。

サポートされないフィールドには、ゼロ（0）が充填されます。

次の表では、NDE バージョン 5 でサポートされているフィールドについて説明します。

• 表 60-1：バージョン 5 ヘッダー形式

• 表 60-2：バージョン 5 フロー レコード形式

表 60-1 NDE バージョン 5 ヘッダー形式

バイト 内容 説明

0 ～ 1 version NetFlow がエクスポートする形式のバージョン番号

2 ～ 3 count このパケットにエクスポートされたフロー数（1 ～ 30）

4 ～ 7 sysUpTime スイッチを起動してから経過したミリ秒単位の時間

8 ～ 11 unix_secs 0000 UTC 1970 から現在までの秒数

12 ～ 15 unix_nsecs 0000 UTC 1970 からの残り時間（ナノ秒）

16 ～ 19 flow_sequence 表示される合計フローのシーケンス カウンタ

20 ～ 21 engine_type フロー スイッチング エンジンのタイプ

21 ～ 23 engine_id フロー スイッチング エンジンのスロット番号
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表 60-2 NDE バージョン 5 フロー レコード形式

バイ

ト 内容 説明

フロー マスク

• X = 読み込まれる

• A = 追加のフィールド

送
信

元

宛
先

宛
先

送
信

元

 宛
先

送
信

元

イ
ン

タ
ー

フ
ェ

イ
ス

フ
ル

フ
ル

イ
ン

タ
ー

フ
ェ

イ
ス

 

0 ～ 3 srcaddr 送信元 IP アドレス X X X X X

4 ～ 7 dstaddr 宛先 IP アドレス X X X X X

8 ～ 
11

nexthop ネクスト ホップ スイッチの IP アドレス A1 A A A A

12 ～ 
13

input 入力インターフェイス SNMP ifIndex X X

14 ～ 
15

output 出力インターフェイス SNMP ifIndex A1 A A A A

16 ～ 
19

dPkts フロー内のパケット数 X X X X X X

20 ～ 
23

dOctets フロー内のオクテット数（バイト） X X X X X X

24 ～ 
27

first フロー開始時の sysUptime X X X X X X

28 ～ 
31

last フローの 終パケット受信時の sysUptime X X X X X X

32 ～ 
33

srcport レイヤ 4 送信元ポート番号またはそれと同等

のもの

X2 X2

34 ～ 
35

dstport レイヤ 4 宛先ポート番号またはそれと同等の

もの

X X

36 pad1 未使用（ゼロ）バイト 

37 tcp_flags TCP フラグの累積 OR 

38 prot レイヤ 4 プロトコル（たとえば、6=TCP、
17=UDP） 

X X

39 tos IP タイプ オブ サービス バイト

40 ～ 
41

src_as 送信元の自律システム番号（オリジンまたは

ピア）

X X X X X

42 ～ 
43

dst_as 宛先の自律システム番号（オリジンまたはピ

ア）

X X X X X

44 ～ 
45

src_mask 送信元アドレス プレフィックス マスク ビッ

ト 
X X X X X

46 ～ 
47

dst_mask 宛先アドレス プレフィックス マスク ビット X X X X X

48 pad2 使用しない（0 の）バイト
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ハードウェアから取得する情報

ハードウェアからの一般的な NetFlow レコードで入手できる情報には、次の内容が含まれます。

• パケット数とバイト数。

• 開始タイムスタンプおよび終了タイムスタンプ 

• 送信元 IP アドレスおよび宛先 IP アドレス 

• IP プロトコル

• 送信元ポート番号および宛先ポート番号

ソフトウェアから取得する情報

ソフトウェアからの一般的な NetFlow レコードで入手できる情報には、次の内容が含まれます。

• 入力識別子および出力識別子

• ネクストホップ アドレス、始点およびピア AS、送信元および宛先プレフィックス マスクを含む

ルーティング情報

入力および出力インターフェイス番号と AS 番号の割り当て

ここでは、次の内容について説明します。

• 「予測フィールドの割り当て」（P.60-4）

• 「出力インターフェイスおよび出力関連予測フィールドの割り当て」（P.60-4）

• 「入力インターフェイスおよび入力関連予測フィールドの割り当て」（P.60-5）

予測フィールドの割り当て

Catalyst 4500 シリーズ スイッチでは、ハードウェアで NetFlow フローが収集されます。ハードウェア

では、すべての NetFlow フロー フィールドのサブセットが収集されます。残りのフィールドは、ソフ

トウェアによってルーティング状態が調査されたとき、ソフトウェアによって入力されます。

Netflow Services Card には、NetFlow Flows に関連する入力インターフェイス、出力インターフェイ

ス、その他のルーティング情報を正確にかつ一貫して判別する情報が十分にありません。Catalyst 
4500 シリーズ スイッチには、これを補うソフトウェア メカニズムがあります。このメカニズムについ

て、次の段落で説明します。

出力インターフェイスおよび出力関連予測フィールドの割り当て

ソフトウェアは、（宛先 IP アドレスに基づいた）デフォルトの Forwarding Information Base（FIB; 転
送情報ベース）テーブルの FIB エントリを検索して出力インターフェイス情報を判別します。この 
FIB エントリから、ソフトウェアはこの宛先 IP アドレスの宛先 AS 番号およびインターフェイス情報

を格納する適切な隣接装置へのアクセスができるようになります。出力インターフェイスは単に宛先 

1. 宛先フロー マスクの場合、「ネクスト ホップ スイッチの IP アドレス」フィールドおよび「出力インターフェイスの SNMP ifIndex」フィー
ルドには、すべてのフローで正確な情報が含まれないことがあります。

2. PFC3BXL モードまたは PFC3B モードでは、ICMP トラフィックに ICMP コードとタイプの値が含まれます。
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IP アドレスに基づいています。スイッチ上でロード バランシングがイネーブルにされている場合、

FIB エントリで隣接装置を検索する代わりに、ロード バランシング ハッシュが適切な FIB パスにアク

セスするように適用され、適切な隣接装置にアクセスします。このプロセスは、通常、正しい結果を生

成しますが、デフォルトの FIB テーブルで IP アドレスを共有する PBR が使用されている場合、正し

い結果が得られない場合があります。このような環境では、同一の宛先 IP アドレスに FIB テーブル エ
ントリおよび関連付けられた隣接装置が複数存在するようになります。

入力インターフェイスおよび入力関連予測フィールドの割り当て

同様に、入力インターフェイスと送信元 IP アドレスの送信元 AS 番号は、送信元 IP アドレスに基づい

たデフォルトの FIB テーブルの FIB エントリを検索することによって判別されます。入力インター

フェイスは単に送信元 IP アドレスに基づいており、逆ルックアップが行われて、この IP 宛先アドレス

を持つパケットがルーティングされる必要があるインターフェイスが判別されます。このプロセスは、

転送パスが対称であると仮定します。ただし、このプロセスが複数の入力インターフェイスを生成する

場合、 小の IP アドレスを持つインターフェイスを 1 つ選択するように決定論的なアルゴリズムが適

用されます。このプロセスは通常正しい値を生成しますが、値が正確でない場合もあります。

• ロード バランシングがアップストリーム隣接スイッチによって適用されている場合、使用可能な

複数の入力インターフェイスから任意の 1 つの入力インターフェイスが選択される必要がありま

す。このアクションが必要とされるのは、使用される入力インターフェイスが、隣接アップスト

リーム スイッチによって適用されるロードバランシング アルゴリズムのタイプに左右されるため

です。そのアルゴリズムを常に知ることができるとはかぎりません。すべてのフロー統計情報は、

1 つの入力インターフェイスによるものとなります。ソフトウェアは、 小の IP サブネット番号

を持つインターフェイスを選択します。

• 非対称ルーティング方式では、IP サブネットのトラフィックが、この IP サブネットにパケットを

送信するインターフェイスとは別のインターフェイスで受信されることがありますが、逆ルック

アップに基づいて入力インターフェイスを選択した予測が、不正確で確認できない可能性がありま

す。

• スイッチ上で PBR または VRF がイネーブルに設定されており、フローが PBR 範囲または VRF 範
囲にあるアドレスに送られる場合、または PBR 範囲または VRF 範囲にあるアドレスから送信され

る場合、この情報は正しくありません。入力および出力インターフェイスは、デフォルトのルート

（設定されている場合）を指定する可能性が高く、そうでない場合は値が得られずヌルの状態とな

ります。

• 一部のインターフェイスのスイッチで VRF がイネーブルになっており、フローが VRF インター

フェイスから送信される場合、情報は正しくありません。入力および出力インターフェイスは、デ

フォルトのルート（設定されている場合）を指定する可能性が高く、そうでない場合は値が得られ

ずヌルの状態となります。

UBRL およびマイクロフロー ポリシングと Netflow 統計情報の機能の相互
作用

Supervisor Engine V-10GE を含むシステムでは、Netflow 統計情報および User Based Rate Limiting
（UBRL）の間に機能の相互作用があります。特定インターフェイスで正しく設定している UBRL の一

部として、クラスマップではフローマスクを指定する必要があります。このフローマスクは、フローの

ハードウェアベース NetFlow 統計情報の作成に使用されます。デフォルトの場合、従来の full flow 
NetFlow 統計情報には、full flow マスクが使用されます。しかし UBRL では、マスクが異なることが

あります。特定インターフェイスで UBRL を設定している場合、統計情報は、UBRL 用に設定したマ

スクに基づいて収集されます。その結果、UBRL で設定されたインターフェイスを通過するトラ

フィックの full flow 統計情報がシステムで収集されません。詳細については、「User Based Rate 
Limiting の設定」を参照してください。
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VLAN の統計情報

NetFlow がサポートされている場合は、レイヤ 2 出力 VLAN 統計、および VLAN を出入りするルー

ティング済みトラフィックの VLAN 統計をレポートできます。

次の例は、特定 VLAN の CLI 出力を示しています。

Switch# show vlan counters or show vlan id 22 count
* Multicast counters include broadcast packets
Vlan Id                                            :22
L2 Unicast Packets                                 :38
L2 Unicast Octets                                  :2432
L3 Input Unicast Packets                           :14344621
L3 Input Unicast Octets                            :659852566
L3 Output Unicast Packets                          :8983050
L3 Output Unicast Octets                           :413220300
L3 Output Multicast Packets                        :0
L3 Output Multicast Octets                         :0
L3 Input Multicast Packets                         :0
L3 Input Multicast Octets                          :0
L2 Multicast Packets                               :340
L2 Multicast Octets                                :21760

（注） NetFlow のサポートには、プラットフォームのサポートをすべての NetFlow フィールドのサブセット

に限定するハードウェア制限があります。具体的には、TCP フラグおよび ToS バイト（DSCP）がサ

ポートされません。

NetFlow 統計情報収集機能の設定
NetFlow スイッチングを設定するには、次の作業を行います。

• 「必要なハードウェアの確認」（P.60-6）

• 「NetFlow 統計情報収集機能のイネーブル化」（P.60-7）

• 「スイッチド /ブリッジド IP フローの設定」（P.60-8）

• 「NetFlow 統計情報のエクスポート」（P.60-9）

• 「NetFlow 統計情報収集機能の管理」（P.60-10）

• 「集約キャッシュの設定」（P.60-10）

• 「ルータベース集約の NetFlow 小プレフィックス マスクの設定」（P.60-11）

• 「NetFlow エージング パラメータの設定」（P.60-12）

必要なハードウェアの確認

必要なハードウェアがイネーブルであることを確認するためには、次のように show module コマンド

を入力します。

Switch# show module all
Chassis Type : WS-C4507R

Power consumed by backplane : 40 Watts

Mod Ports Card Type                              Model              
Serial No.
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---+-----+--------------------------------------+------------------+-----------
1     2  1000BaseX (GBIC) Supervisor(active)    WS-X4515           
JAB062604KB
2     2  1000BaseX (GBIC) Supervisor(standby)   WS-X4515           
JAB062408CB
6    48  10/100BaseTX (RJ45)                    WS-X4148           
JAB032305UH

M MAC addresses                    Hw  Fw           Sw               Status
--+--------------------------------+---+------------+----------------+---------
1 0001.6442.2c00 to 0001.6442.2c01 0.4 12.1(14r)EW( 12.1(20030513:00 Ok       
2 0001.6442.2c02 to 0001.6442.2c03 0.4 12.1(14r)EW( 12.1(20030513:00 Ok       
6 0050.3ed8.6780 to 0050.3ed8.67af 1.6 12.1(14r)EW( 12.1(20030513:00 Ok

Mod  Submodule               Model             Serial No.   Hw   Status
----+-----------------------+-----------------+------------+----+---------
1   Netflow Services Card   WS-F4531          JAB062209CG  0.2  Ok       
2   Netflow Services Card   WS-F4531          JAB062209AG  0.2  Ok       

Switch#

（注） この機能をイネーブルにしても、スイッチのハードウェア転送パフォーマンスには影響しません。

ハードウェアのフロー キャッシュ テーブルの有効サイズは 65,000 フローです。Supervisor Engine 
V-10GE のハードウェア フロー キャッシュは、85,000 フローです。85,000 フローより多いフローが同

時にアクティブになると、一部のフローの統計情報が失われます。

ソフトウェアのフロー テーブルの有効サイズは 256,000 フローです。NetFlow ソフトウェアは、ハー

ドウェア テーブルとソフトウェア テーブル間の一貫性を管理します。ソフトウェア テーブルへの非ア

クティブのハードウェア フローを削除することで、ハードウェア テーブルをオープンのままにします。

ユーザが設定するタイムアウト設定は、フローが削除され、ソフトウェア キャッシュから NDE を通じ

てエクスポートされる時間を指定します。ハードウェア フロー管理は、ハードウェア フロー削除と

ユーザが設定するタイムアウト設定との一貫性を保ちます。

また、ソフトウェア転送フローも監視されます。さらに、いずれかのフローが 2 Gbps を超える平均速

度でトラフィックを受信すると統計情報がオーバーフローになります。ただし、一般的にポートは 1 
Gbps を超える速度で伝送できないため、このような状態は発生しません。

（注） 設計上、タイムアウト設定が高い場合でも、統計情報の制限に近づくとフローは自動的に「期限切れ」

となります。

（注） First-seen および Last-seen（開始および終了時間）フローのタイムスタンプの精度は 3 秒以内です。

NetFlow 統計情報収集機能のイネーブル化

（注） デフォルトでは、NetFlow 統計情報はディセーブルです。

NetFlow スイッチングをイネーブルにするには、 初に『Cisco IOS IP and IP Routing Configuration 
Guide』の「IP configuration」にある IP ルーティング用のスイッチ設定を実行してください。IP ルー

ティングを設定したあと、次のいずれかの作業を行ってください。
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スイッチド /ブリッジド IP フローの設定

Netflow は、すべてのルーテッド IP トラフィック用に作成および追跡されるルーテッド IP フローの収

集として定義されます。スイッチング環境では、多量の IP トラフィックが VLAN 内でスイッチングさ

れ、ルーティングはされません。このトラフィックは、スイッチド /ブリッジド IP トラフィックとい

います。これに関連するフローをスイッチド /ブリッジド IP フローといいます。NetFlow ハードウェ

アには、このタイプのフローを作成および追跡する機能があります。NetFlow スイッチド IP フロー機

能により、スイッチド IP フローを作成、追跡、およびエクスポートできます（つまり、スイッチング

され、ルーティングされない IP トラフィックのフローを作成および追跡します）。

次の点に注意してください。

• Catalyst 4500 シリーズ スイッチでは、スイッチド IP フロー収集を単独でイネーブルにできませ

ん。スイッチド IP フローの収集を開始するには、ルーテッド フロー収集およびスイッチド フロー

収集の両方をイネーブルにする必要があります。

• 一般的に、入力および出力インターフェイスの情報はヌルになります。トラフィックが SVI に関

連付けられた VLAN 上でスイッチングされる場合、入力および出力インターフェイス情報は同じ

レイヤ 3 インターフェイスをポイントします。

• スイッチド フローは通常のエクスポート設定に従ってエクスポートされます。個別のエクスポー

ト CLI は存在しません。

• メイン キャッシュでは、ハードウェアの制限により、IP フローおよびルーテッド IP フローは区別

できません。

（注） すべてのインターフェイス上でスイッチド IP フロー収集をイネーブルにするには、ip flow ingress お
よび ip flow ingress layer2-switched コマンドの両方を入力する必要があります。

（注） スイッチド IP フロー トラフィック上で User Based Rate Limiting ポリシーをイネーブルにするには、

ip flow ingress コマンドではなく ip flow ingress layer2-switched コマンドを入力する必要がありま

す。「User Based Rate Limiting の設定」を参照してください。

NetFlow キャッシュを設定し、スイッチド IP フロー収集をイネーブルにするには、次の作業を行いま

す。

コマンド 目的

Switch(config)# ip flow ingress IP ルーティング用の NetFlow をイネーブルにし

ます。

Switch(config)# ip flow ingress 
infer-fields

情報として予測入力 /出力インターフェイスおよ

び送信元 /宛先 BGP を持つ NetFlow をイネーブ

ルにします。

AS 情報が判別されるようにするには、

inter-fields オプションを設定する必要がありま

す。
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次に、スイッチ IP フローを含む IP フロー キャッシュの内容を表示する例を示します。

Switch# show ip cache flow
IP Flow Switching Cache, 17826816 bytes
 2 active, 262142 inactive, 2 added
 6 ager polls, 0 flow alloc failures
 Active flows timeout in 30 minutes
 Inactive flows timeout in 15 seconds
IP Sub Flow Cache, 1081480 bytes
 2 active, 65534 inactive, 2 added, 2 added to flow
 0 alloc failures, 0 force free
 1 chunk, 1 chunk added
 last clearing of statistics never
Protocol         Total    Flows   Packets Bytes  Packets Active(Sec) Idle(Sec)
--------         Flows     /Sec     /Flow  /Pkt     /Sec     /Flow     /Flow

SrcIf         SrcIPaddress    DstIf         DstIPaddress    Pr SrcP DstP  Pkts
Fa1           150.1.1.1       Fa1           13.1.1.1        11 003F 003F   425K
Fa1           13.1.1.1        Fa1           150.1.1.1       11 003F 003F   425K
Switch#

NetFlow 統計情報のエクスポート

フローの有効期限が切れたときに NetFlow 統計情報をワークステーションにエクスポートするように

スイッチを設定するには、次のいずれかの作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# conf terminal コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# ip flow ingress ルーテッド フロー収集をイネーブルにします。

ステップ 3 Switch(config)# ip flow ingress 
layer2-switched

スイッチド フロー収集をイネーブルにします。

コマンド 目的

Switch(config)# ip flow-export destination {hostname 
| ip-address} udp-port

（必須）NetFlow キャッシュ エントリを特定の宛先（ワーク

ステーションなど）にエクスポートするようにスイッチを設

定します。

（注） 複数の宛先を指定できます。

Switch(config)# ip flow-export version 
{1 | {5 [origin-as | peer-as]}}

（任意）バージョン 1 または 5 が必要な受信ソフトウェアを

使用している場合に、ワークステーションに NetFlow 
キャッシュ エントリをエクスポートするようにスイッチを

設定します。デフォルトはバージョン 1 です。

origin-as によって、NetFlow は、フローの送信元と宛先ホ

スト両方の始点 BGP 自律システムを判別します。

peer-as によって、NetFlow は、フローの入力および出力イ

ンターフェイス両方のピア BGP 自律システムを判別します。

Switch(config)# ip flow-export source interface （任意）IP アドレスが NetFlow Data Export（NDE; NetFlow 
データ エクスポート）パケットの IP ヘッダー内で送信元 IP 
アドレスとして使用されるインターフェイスを指定します。

デフォルトは、NDE 出力インターフェイスです。
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NetFlow 統計情報収集機能の管理

IP フロー スイッチング キャッシュ情報やフロー情報（プロトコル、フロー合計、秒あたりのフローな

ど）などの NetFlow 統計情報を表示し、クリアできます。また、結果情報を使用してスイッチ トラ

フィックの情報を得ることもできます。

NetFlow スイッチング統計情報を管理するには、次のいずれかの作業、または両方の作業を行います。

集約キャッシュの設定

NetFlow 統計情報の集約は、通常、管理ワークステーション上の NetFlow 収集ツールによって実行さ

れます。このサポートを Catalyst 4500 シリーズ スイッチに拡張することによって、次のことが可能に

なります。

• エクスポートされる NDE パケットが少なくなるため、スイッチとワークステーション間で必要な

帯域幅が削減されます。

• 必要な収集ワークステーション数が削減されます。

• CLI で集約されたフローの統計情報を表示できます。

集約キャッシュを設定するには、集約キャッシュ コンフィギュレーション モードを開始し、設定する

集約方式のタイプ（autonomous system、destination prefix、protocol prefix、または source prefix 
aggregation cache）を決定する必要があります。集約方式を定義したら、その方式の動作パラメータを

定義します。同時に複数の集約キャッシュを設定できます。

集約キャッシュを設定にするには、次の作業を行います。

集約キャッシュ設定およびデータ エクスポートの確認

集約キャッシュ情報を確認するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

Switch# show ip cache flow NetFlow スイッチング統計情報を表示します。

Switch# clear ip flow stats NetFlow スイッチング統計情報をクリアします。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch(config)# ip flow-aggregation cache as 集約キャッシュ コンフィギュレーション モードを開始し、

集約キャッシュ方式（autonomous system、

destination-prefix、prefix、protocol-port、または 
source-prefix）をイネーブルにします。

ステップ 2 Switch(config-flow-cache)# 
cache timeout inactive 199

非アクティブのエントリが削除されるまで集約キャッシュに

保持される秒数（ここでは、199）を指定します。

ステップ 3 Switch(config-flow-cache)# 
cache timeout active 45

アクティブ エントリがアクティブの状態である分数（ここ

では、45）を指定します。

ステップ 4 Switch(config-flow-cache)# 
export destination 10.42.41.1 9991

データ エクスポートをイネーブルにします。

ステップ 5 Switch(config-flow-cache)# enabled 集約キャッシュの作成をイネーブルにします。
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データ エクスポートを確認するには、次の作業を行います。

ルータベース集約の NetFlow 小プレフィックス マスクの設定

小プレフィックス マスクは、1 つの IP アドレス ベースの集約キャッシュ（source-prefix、
destination-prefix、prefix）内の集約フローに使用される 短のサブネット マスクを指定します。この

ようなキャッシュでは、フローは IP アドレス（送信元、宛先、またはその両方のそれぞれ）に基づい

て集約され、 小プレフィックス マスク、およびスイッチのルーティング テーブルで見つかったフ

ローの送信元 /宛先ホストへのルートのサブネット マスクのうち長い方によってマスクされます。

（注） 小マスクのデフォルト値は 0 です。 小マスクの設定可能範囲は、1 ～ 32 です。トラフィックに応

じて適切な値を選択する必要があります。 小マスクの値が高いと、より詳細なネットワーク アドレ

スが提供できますが、集約キャッシュのフローの数が増加する可能性もあります。

ルータベース集約機能の 小プレフィックス マスクを設定するには、次の項で説明する作業を行いま

す。これらの作業は任意です。

• 「prefix 集約方式の 小マスクの設定」（P.60-11） 

• 「destination-prefix 集約方式の 小マスクの設定」（P.60-11） 

• 「source-prefix 集約方式の 小マスクの設定」（P.60-12） 

• 「集約方式の 小マスクのモニタおよび保守」（P.60-12） 

prefix 集約方式の 小マスクの設定

prefix 集約方式の 小マスクを設定するには、次の作業を行います。

destination-prefix 集約方式の 小マスクの設定

destination-prefix 集約方式の 小マスクを設定するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

Switch# show ip cache flow aggregation 
destination-prefix

指定された集約キャッシュ情報を表示します。

コマンド 目的

Switch# show ip flow export メイン キャッシュおよびその他のすべてのイネーブ

ルに設定されたキャッシュを含むデータ エクスポー

トの統計情報を表示します。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch(config)# ip flow-aggregation cache prefix prefix 集約キャッシュを設定します。

ステップ 2 Switch(config-flow-cache)# mask source minimum value 送信元マスクの 小値を指定します。

ステップ 3 Switch(config-flow-cache)# mask destination minimum value 宛先マスクの 小値を指定します。
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source-prefix 集約方式の 小マスクの設定

source-prefix 集約方式の 小マスクを設定するには、次の作業を行います。

集約方式の 小マスクのモニタおよび保守

設定された 小マスクの値を表示するには、必要に応じて各集約方式に対して次のコマンドを使用しま

す。

NetFlow エージング パラメータの設定

フローをソフトウェア フロー キャッシュから削除する（また、設定されている場合、NDE を通じてレ

ポートする）時期を、ip flow-cache timeout コマンドの設定エージング パラメータ Active および 
Inactive を使用して制御できます。

アクティブ エージングは、フローが作成されたあとにフローがソフトウェア フロー キャッシュから削

除される時間を指定します。一般的に、このパラメータは外部収集デバイスへアクティブ フローにつ

いて定期的に通知するために使用します。このパラメータは、フローの既存のトラフィックから独立し

て動作します。アクティブ タイムアウト設定は通常、分単位で計測されます（デフォルトは 30 分）。

非アクティブ エージングは、 後のパケットが確認されてからフローを削除するまでの時間を指定し

ます。非アクティブ パラメータは、古いフローのフロー キャッシュをクリアして、（リソース不足によ

り）新しいフローが長時間停止しないようにします。非アクティブ タイムアウト設定は通常、秒単位

です（デフォルトは 15 秒）。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch(config)# ip flow-aggregation cache destination-prefix 宛先集約キャッシュを設定します。

ステップ 2 Switch(config-flow-cache)# mask destination minimum value 宛先マスクの 小値を指定します。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch(config)# ip flow-aggregation cache source-prefix source-prefix 集約キャッシュを設定しま

す。

ステップ 2 Switch(config-flow-cache)# mask source minimum value 送信元マスクの 小値を指定します。

コマンド 目的

Switch# show ip cache flow aggregation prefix prefix 集約方式の設定された 小マスク

の値を表示します。

Switch# show ip cache flow aggregation 
destination-prefix

destination-prefix 集約方式の設定された

小マスクの値を表示します。

Switch# show ip cache flow aggregation 
source-prefix

source-prefix 集約方式の設定された 小

マスクの値を表示します。
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NetFlow 統計情報収集機能の設定例
次に、設定を変更して NetFlow スイッチングをイネーブルにする例を示します。また、フロー統計情

報をエクスポートして、IP アドレスが 40.0.0.2 のワークステーションの UDP ポート 9991 で処理する

例を示します。この例では、既存の NetFlow 統計情報がクリアされるため、show ip cache flow コマ

ンドで NetFlow スイッチング統計情報の正確なサマリーが確実に表示されます。

Switch# config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)# ip route-cache flow
Switch(config)# ip flow-export destination 40.0.0.2 9991
Switch(config)# ip flow-export version 5
Switch(config)# end
Switch# show ip flow export
Flow export is enabled
  Exporting flows to 40.0.0.2 (9991)
  Exporting using source IP address 40.0.0.1
  Version 5 flow records
  2 flows exported in 1 udp datagrams
  0 flows failed due to lack of export packet
  0 export packets were sent up to process level
  0 export packets were dropped due to no fib
  0 export packets were dropped due to adjacency issues
  0 export packets were dropped due to fragmentation failures
  0 export packets were dropped due to encapsulation fixup failures
Switch#

Switch# show ip cache flow

IP Flow Switching Cache, 17826816 bytes
  69 active, 262075 inactive, 15087 added
  4293455 ager polls, 0 flow alloc failures
  Active flows timeout in 30 minutes
  Inactive flows timeout in 15 seconds
IP Sub Flow Cache, 1081480 bytes
  0 active, 65536 inactive, 0 added, 0 added to flow
  0 alloc failures, 0 force free
  1 chunk, 1 chunk added
  last clearing of statistics never
Protocol         Total    Flows   Packets Bytes  Packets Active(Sec) Idle(Sec)
--------         Flows     /Sec     /Flow  /Pkt     /Sec     /Flow     /Flow
TCP-Telnet          28      0.0       167    40      0.0      20.9      11.9
TCP-other          185      0.0         2    48      0.0       6.2      15.4
UDP-DNS              4      0.0         1    61      0.0       0.0      15.5
UDP-other        13466      0.0   3396586    46  91831.3     139.3      15.9
ICMP                97      0.0         2    95      0.0       2.3      15.4
IGMP                 1      0.0         2    40      0.0       0.9      15.1
IP-other          1120      0.0  38890838    46  87453.0    1354.5      24.0
Total:           14901      0.0   5992629    46 179284.3     227.8      16.5

SrcIf         SrcIPaddress    DstIf         DstIPaddress    Pr SrcP DstP  Pkts
          
SrcIf         SrcIPaddress    DstIf         DstIPaddress    Pr SrcP DstP  Pkts
Gi6/2         30.20.1.18      Gi6/1         30.10.1.18      11 4001 4001   537K
Gi6/2         30.20.1.19      Gi6/1         30.10.1.19      11 4001 4001   537K
Gi6/2         30.20.1.16      Gi6/1         30.10.1.16      11 4001 4001   537K
Gi6/2         30.20.1.17      Gi6/1         30.10.1.17      11 4001 4001   537K
Gi6/2         30.20.1.20      Gi6/1         30.10.1.20      11 4001 4001   537K
Gi6/2         30.20.1.10      Gi6/1         30.10.1.10      11 4001 4001   539K
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Gi6/2         30.20.1.11      Gi6/1         30.10.1.11      11 4001 4001   539K
Gi6/2         30.20.1.14      Gi6/1         30.10.1.14      11 4001 4001   539K
Gi6/2         30.20.1.15      Gi6/1         30.10.1.15      11 4001 4001   539K
Gi6/2         30.20.1.12      Gi6/1         30.10.1.12      11 4001 4001   539K
Gi6/2         30.20.1.13      Gi6/1         30.10.1.13      11 4001 4001   539K
Gi5/48        171.69.23.149   Local         172.20.64.200   06 8214 0017   759 
Gi6/1         30.10.1.12      Gi6/2         30.20.1.12      11 4001 4001   539K
Gi6/1         30.10.1.13      Gi6/2         30.20.1.13      11 4001 4001   539K
Gi6/1         30.10.1.14      Gi6/2         30.20.1.14      11 4001 4001   539K
Gi6/1         30.10.1.15      Gi6/2         30.20.1.15      11 4001 4001   539K
Gi6/1         30.10.1.10      Gi6/2         30.20.1.10      11 4001 4001   539K
Gi6/1         30.10.1.11      Gi6/2         30.20.1.11      11 4001 4001   539K
Gi6/1         30.10.1.20      Gi6/2         30.20.1.20      11 4001 4001   537K
Gi6/1         30.10.1.16      Gi6/2         30.20.1.16      11 4001 4001   537K
Gi6/1         30.10.1.17      Gi6/2         30.20.1.17      11 4001 4001   537K
Gi6/1         30.10.1.18      Gi6/2         30.20.1.18      11 4001 4001   537K
Gi6/1         30.10.1.19      Gi6/2         30.20.1.19      11 4001 4001   537K
Switch#

NetFlow の設定例
ここでは、次の基本的な設定例を提供します。

• 「NetFlow イネーブル化方式の例」（P.60-14）

• 「NetFlow 集約の設定例」（P.60-14）

• 「ルータベース集約方式の NetFlow 小プレフィックス マスクのサンプル」（P.60-16）

NetFlow イネーブル化方式の例

（注） Catalyst 4500 スイッチ上では、インターフェイス単位の NetFlow のイネーブル化がサポートされてい

ません。

次に、NetFlow をグローバルにイネーブルにする例を示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# ip flow ingress

次に、予測フィールドをサポートする NetFlow をイネーブルにする例を示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# ip flow ingress infer-fields

NetFlow 集約の設定例

ここでは、次の集約キャッシュ設定例を示します。

• 「自律システムの設定」（P.60-15）

• 「宛先プレフィックスの設定」（P.60-15）

• 「プレフィックスの設定」（P.60-15）

• 「プロトコル ポートの設定」（P.60-15）

• 「送信元プレフィックスの設定」（P.60-16）
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自律システムの設定

次に、自律システムの集約キャッシュに、200 秒の非アクティブ タイムアウト、45 分のキャッシュ ア
クティブ タイムアウト、エクスポート宛先 IP アドレス 10.42.42.1、および宛先ポート 9992 を設定す

る例を示します。

Switch(config)# ip flow-aggregation cache as
Switch(config-flow-cache)# cache timeout inactive 200
Switch(config-flow-cache)# cache timeout active 45
Switch(config-flow-cache)# export destination 10.42.42.1 9992
Switch(config-flow-cache)# enabled

宛先プレフィックスの設定

次に、宛先プレフィックスの集約キャッシュに、200 秒の非アクティブ タイムアウト、45 分のキャッ

シュ アクティブ タイムアウト、エクスポート宛先 IP アドレス 10.42.42.1、および宛先ポート 9992 を
設定する例を示します。

Switch(config)# ip flow-aggregation cache destination-prefix
Switch(config-flow-cache)# cache timeout inactive 200
Switch(config-flow-cache)# cache timeout active 45
Switch(config-flow-cache)# export destination 10.42.42.1 9992
Switch(config-flow-cache)# enabled

プレフィックスの設定

次に、プレフィックスの集約キャッシュに、200 秒の非アクティブ タイムアウト、45 分のキャッシュ 
アクティブ タイムアウト、エクスポート宛先 IP アドレス 10.42.42.1、および宛先ポート 9992 を設定

する例を示します。

Switch(config)# ip flow-aggregation cache prefix
Switch(config-flow-cache)# cache timeout inactive 200
Switch(config-flow-cache)# cache timeout active 45
Switch(config-flow-cache)# export destination 10.42.42.1 9992
Switch(config-flow-cache)# enabled

プロトコル ポートの設定

次に、プロトコル ポートの集約キャッシュに、200 秒の非アクティブ タイムアウト、45 分のキャッ

シュ アクティブ タイムアウト、エクスポート宛先 IP アドレス 10.42.42.1、および宛先ポート 9992 を
設定する例を示します。

Switch(config)# ip flow-aggregation cache protocol-port
Switch(config-flow-cache)# cache timeout inactive 200
Switch(config-flow-cache)# cache timeout active 45
Switch(config-flow-cache)# export destination 10.42.42.1 9992
Switch(config-flow-cache)# enabled
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送信元プレフィックスの設定

次に、送信元プレフィックスの集約キャッシュに、200 秒の非アクティブ タイムアウト、45 分の

キャッシュ アクティブ タイムアウト、エクスポート宛先 IP アドレス 10.42.42.1、および宛先ポート 
9992 を設定する例を示します。

Switch(config)# ip flow-aggregation cache source-prefix
Switch(config-flow-cache)# cache timeout inactive 200
Switch(config-flow-cache)# cache timeout active 45
Switch(config-flow-cache)# export destination 10.42.42.1 9992
Switch(config-flow-cache)# enabled

ルータベース集約方式の NetFlow 小プレフィックス マスクのサンプル

ここでは、NetFlow 小プレフィックス マスク集約キャッシュの設定例を示します。

• 「prefix 集約方式」（P.60-16）

• 「destination-prefix 集約方式」（P.60-16）

• 「source-prefix 集約方式」（P.60-16）

prefix 集約方式

次に、prefix 集約キャッシュの設定例を示します。

!
ip flow-aggregation cache prefix
mask source minimum 24
mask destination minimum 28

この例では、次の設定が前提になっています。

ip route 118.42.20.160 255.255.255.224 110.42.13.2
ip route 122.16.93.160 255.255.255.224 111.22.21.2

両方のルートがスイッチ上のルーティング テーブルに 27 ビットのサブネット マスクを持ちます。

118.42.20.160 サブネットから、送信元 IP アドレスが 27 ビットのマスクに一致し、宛先 IP アドレスが 
28 ビットのマスクに一致する 122.16.93.160 サブネットに移動するフローは、キャッシュ統計情報で

一緒に集約されます。

destination-prefix 集約方式

次に、destination-prefix 集約キャッシュの設定例を示します。

!
ip flow-aggregation cache destination-prefix
mask destination minimum 32
!

source-prefix 集約方式

次に、source-prefix 集約キャッシュの設定例を示します。

ip flow-aggregation cache source-prefix
mask source minimum 30
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この章では、NetFlow-lite を設定する方法について説明します。これは、NetFlow で提供されるものと

同様のトラフィック モニタリング機能を実現します。

（注） NetFlow-lite は、Catalyst 4948E および Catalyst 4948E-F イーサネット スイッチだけでサポートされ

ます。

次のトピックについて説明します。

• 「NetFlow パケットのサンプリングについて」（P.61-2）

• 「機能の相互作用」（P.61-2）

• 「NetFlow パケットのサンプリングの設定」（P.61-2）

• 「表示コマンド」（P.61-8）

• 「clear コマンド」（P.61-10）

（注） この章で使用するスイッチ コマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL で『Cisco 
Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』と関連資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products//hw/switches/ps4324/index.html

『Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』に掲載されていないコマンドについては、より詳

細な Cisco IOS ライブラリを参照してください。次の URL でCisco IOS コマンド リファレンスと関連

資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html

（注） VLAN モニタは、Cisco IOS Release 15.0(2)SG でサポートされません。

（注） NetFlow の使用および管理の詳細については、『NetFlow Solutions Guide』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html
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NetFlow パケットのサンプリングについて
NetFlow-lite 機能は、スイッチのインターフェイスにすることができるモニタリング ポイントでの入

力パケット サンプリングに基づいています。NetFlow のサンプリング パケットをエクスポートするこ

とにより、デバイスで切り替えられるトラフィックが可視化されます。入力パケットをサンプリングす

るレートは設定可能で、幅広いサンプリング レートがサポートされます。サンプリングされたパケッ

トは、NetFlow V9 または IPFIX の形式でエクスポートできます。

機能の相互作用
機能の相互作用は、次の 3 レベルで発生します。

システム全体の制限

• WCCP の出力リダイレクトは、NetFlow-lite がいずれかのインターフェイスで設定されている場

合はサポートされません。

• 任意のインターフェイス上で NetFlow-lite モニタを設定すると、レイヤ 3 Deny ACL は、ICMP 到
達不能パケットを生成しなくなります。

• NetFlow-lite モニタリングをイネーブルにすると、使用可能な TCAM およびパケット転送の帯域

幅が減少します。

インターフェイス レベルの制限

• NetFlow-lite モニタリングと入力 QoS ポリシーは、同じインターフェイスで共存できません。

QoS ポリシーは、NetFlow-lite モニタリングよりも優先されます。

• NetFlow-lite モニタリングと WCCP Exclude 機能は、同じインターフェイスで共存できません。

• NetFlow-lite と SPAN は、同じインターフェイスで共存できません。NetFlow-lite は SPAN よりも

優先されます。

モニタ レベルの制限

• 帯域幅合計が 20 ギガビットを超えるポート チャネルは、1/64 の 大サンプリング レートをサ

ポートします。帯域幅合計が 40 ギガビットを超えるポート チャネルは、1/128 をサポートします。

• PIM 双方向モードを実行し、RP または DF といずれかのレシーバが同じ VLAN 上にある場合、マ

ルチキャスト パケットの NetFlow-lite モニタリングは機能しません。

NetFlow パケットのサンプリングの設定
NetFlow-lite 機能を設定するには、次の項の作業を実行します。

• 「外部コレクタに関する情報の設定」（P.61-3）

• 「サンプリング パラメータの設定」（P.61-4）

• 「インターフェイスまたは VLAN のサンプリングのアクティブ化」（P.61-6）
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外部コレクタに関する情報の設定

外部コレクタを設定するには、次の作業を行います。

例

次に、外部コレクタを設定し、エクスポータの設定を確認する例を示します。

Switch# config terminal
Switch(config)# netflow-lite exporter exporter1
Switch(config-netflow-lite-exporter)# destination 5.5.5.6
Switch(config-netflow-lite-exporter)# source 5.5.5.5
Switch(config-netflow-lite-exporter)# transport udp 8188
Switch(config-netflow-lite-exporter)# ttl 128
Switch(config-netflow-lite-exporter)# cos 7
Switch(config-netflow-lite-exporter)# dscp 32
Switch(config-netflow-lite-exporter)# template data timeout 1
Switch(config-netflow-lite-exporter)# options sampler-table timeout 1
Switch(config-netflow-lite-exporter)# options interface-table timeout 1
Switch(config-netflow-lite-exporter)# export-protocol netflow-v9 
Switch(config-netflow-lite-exporter)# exit
Switch(config)# exit
Switch# show netflow-lite exporter exporter1
Netflow-lite  Exporter exporter1:
  Network Protocol Configuration:
    Destination IP address:   5.5.5.6

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# config terminal コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# netflow-lite exporter exporter エクスポータを定義し、NetFlow-lite エクスポータ 
サブモードを開始します。

ステップ 3 Switch(config-netflow-lite-exporter)# destination 
source-address

宛先アドレスを指定します

ステップ 4 Switch(config-netflow-lite-exporter)# source 
source-address

送信元のレイヤ 3 インターフェイスを指定します。

ステップ 5 Switch(config-netflow-lite-exporter)# vrf 
source-address

VRF ラベルを指定します

ステップ 6 Switch(config-netflow-lite-exporter)# transport udp 
destination-port

UDP トランスポート宛先ポートを指定します。

ステップ 7 Switch(config-netflow-lite-exporter)# ttl ttl-value TTL 値を指定します

ステップ 8 Switch(config-netflow-lite-exporter)# cos cos-value CoS 値を指定します。

ステップ 9 Switch(config-netflow-lite-exporter)# dscp dscp-value DSCP 値を指定します。

ステップ 10 Switch(config-netflow-lite-exporter)# template data 
timeout timeout

テンプレート データ タイムアウトを指定します。

ステップ 11 Switch(config-netflow-lite-exporter)# options 
{sampler-table | interface-table} timeout timeout

オプションのタイムアウトを指定します。

ステップ 12 Switch(config-netflow-lite-exporter)# export-protocol 
{netflow-v9 | ipfix}

エクスポート プロトコルを指定します

ステップ 13 Switch(config-netflow-lite-exporter)# exit グローバル コンフィギュレーション モードに戻り

ます。

ステップ 14 Switch(config)# exit EXEC モードに戻ります。

ステップ 15 Switch# show netflow-lite exporter exporter エクスポータの設定を表示します。
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    Source IP Address:        5.5.5.5
    VRF label:                none
    DSCP:                     0x20
    TTL:                      128
    COS:                      7
  Transport Protocol Configuration:
    Transport Protocol:       UDP
    Source Port:              50441
    Destination Port:         8188
    Destination Ports to Load-share:  1
  Export Protocol Configuration: 
    Export Protocol:          netflow-v9
    Template data timeout:            1800
    Options sampler-table timeout:    1800
    Options interface-table timeout:  1800
  Exporter Statistics: 
    Packets Exported:         56

使用上のガイドライン

コレクタの IP アドレスおよび UDP ポートを指定できます。オプションとして、コレクタが到達可能で

ある VRF ラベルを提供できます。エクスポータのエージェント アドレスは、送信元インターフェイス

として指定されます。IPFIX または NetFlow V9 エクスポートがサポートされます。

エクスポータ名は、モニタでサンプリングをアクティブにするときに指定できます。これは、インター

フェイスまたは VLAN モードで実行できます。サンプリング インスタンスに対してエクスポータを指

定しないと、サンプルはエクスポートされません。

エクスポータ サブモードでは、NetFlow テンプレートの更新頻度を指定できます。また、NetFlow パ
ケット サンプリング プロセスに関するメタ データ（サンプラ コンフィギュレーション パラメータお

よび SNMP インターフェイス テーブル マッピングなど）は、コレクタに対して定期的にエクスポート

できます。

小のエクスポータ設定の必須パラメータは、コレクタの宛先アドレス、送信元レイヤ 3 インターフェ

イス、およびコレクタの UDP 宛先ポートです。

コレクタのアドレスが IPv6 の場合、VRF ラベルは無視されます。デフォルトのグローバル ルーティ

ング テーブルが、コレクタに IPv6 エクスポート パケットをルーティングするために使用されます。

CoS CLI オプションは、FPGA によってエクスポートされるサンプル パケットだけに対して、VLAN 
タグの CoS 値を設定するために使用します。

サンプリング パラメータの設定

この作業では、再利用可能な名前付きエンティティとして、パケットとカウンタのサンプリング パラ

メータを設定します。

NetFlow キャッシュを設定し、スイッチド IP フロー収集をイネーブルにするには、次の作業を行いま

す。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# config terminal コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# netflow-lite sampler sampler 再利用可能な名前付きエンティティとしてパケット

のサンプリング パラメータを設定し、NetFlow-lite 
サンプラ サブモードを開始します。
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NetFlow パケットのサンプリングの設定

例

次に、サンプリング パラメータを設定し、サンプラの設定を表示する例を示します。

Switch# config terminal
Switch(config)# netflow-lite sampler sampler1
Switch(config-netflow-lite-sampler)# packet-rate 32
Switch(config-netflow-lite-sampler)# packet-section size 128
Switch(config-netflow-lite-sampler)# packet-offset 16
Switch(config-netflow-lite-sampler)# exit
Switch(config)# exit
Switch#

Switch# show netflow-lite sampler sampler1
Netflow-lite Sampler sampler1:
  Id :                   1     
  Packet Sampling rate:  1 out of 32
  Packet Section Size:   64    bytes
  Packet offset:         16    bytes

show netflow-lite sampler 特権 EXEC コマンドを使用して設定を確認できます。

使用上のガイドライン

パケットのサンプリング レートは、2 の累乗で、32 ～ 2^15 の範囲で指定できます。2 つの 1 ギガビッ

ト ポートをトラブルシューティングする場合は、1 のレートが許可されます。これは、rx スパンだけ

の場合と同等です。10 ギガビット ポートでは、エクスポートの帯域幅要求が高すぎるため、この値は

設定できません。

必須パラメータは、パケット レートです。 大 2 つの 1 ギガビット ポートを、1/1 サンプリングで設定

できます。任意の 1 ギガビットまたは 10 ギガビット ポートで設定できる 適なパケットのサンプリン

グ レートは、1/32 です。パケットのサンプリング レートは 2 の累乗に設定できます（1/64 および 
1/128 など）。

ターゲット インターフェイスでサンプラを更新できますが、必須パラメータは削除または設定解除で

きません。

すべての必須パラメータは、サンプラを検証するために必要です。指定されていない非必須パラメータ

は、デフォルト値になります。

ステップ 3 Switch(config-netflow-lite-sampler)# packet-rate rate NetFlow-lite サンプラ サブモードで、パケットのサ

ンプリング レートを指定します。

ステップ 4 Switch(config-netflow-lite-sampler)# packet-section 
size size

NetFlow-lite サブモードで、サンプリングされた

ヘッダー サイズを指定します。

ステップ 5 Switch(config-netflow-lite-sampler)# packet-offset 
offset

NetFlow-lite サブモードで、開始パケット オフセッ

トを指定します。

ステップ 6 Switch(config-netflow-lite-sampler)# exit NetFlow-lite サンプラ サブモードを終了します。

ステップ 7 Switch(config)# exit グローバル コンフィギュレーション モードを終了

します。

ステップ 8 Switch# show netflow-lite sampler sampler サンプラ情報を表示します。

コマンド 目的
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NetFlow パケットのサンプリングの設定

インターフェイスまたは VLAN のサンプリングのアクティブ化

ここでは、インターフェイスまたは VLAN のモニタ インスタンスを定義し、使用するサンプラおよび

エクスポータを識別します。

インターフェイスのサンプリングをアクティブにするには、次の作業を行います。

VLAN のサンプリングをアクティブにするには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# config terminal コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# interface interface-id インターフェイス コンフィギュレーション モード

を開始します。

ステップ 3 Switch(config-if)# netflow-lite monitor monitor インターフェイスのモニタ インスタンスを定義し、

NetFlow-lite モニタ サブモードを開始します。

ステップ 4 Switch(config-netflow-lite-monitor)# sampler sampler NetFlow-lite モニタ サブモードで、インターフェイ

ス上のサンプリングをアクティブにします。

ステップ 5 Switch(config-netflow-lite-monitor)# exporter 
exporter

NetFlow-lite モニタ サブモードで、エクスポータを

割り当てます

ステップ 6 Switch(config-netflow-lite-monitor)# 
average-packet-size size

NetFlow-lite モニタ サブモードで、観察ポイントの

平均パケット サイズを指定します。

ステップ 7 Switch(config-netflow-lite-monitor)# exit NetFlow-lite モニタ サブモードを終了します。

ステップ 8 Switch(config)# exit グローバル コンフィギュレーション モードを終了

します。

ステップ 9 Switch# show netflow-lite monitor monitor interface 
interface-name

特定のパケットに関して、またはデータ ソース統計

情報ごとに情報を表示します。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# config terminal コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# vlan config 2 インターフェイス コンフィギュレーション モード

を開始します。

ステップ 3 Switch(config-vlan-config)# netflow-lite monitor 
monitor

インターフェイスのモニタ インスタンスを定義し、

NetFlow-lite モニタ サブモードを開始します。

ステップ 4 Switch(config-netflow-lite-monitor)# 
average-packet-size size

NetFlow-lite モニタ サブモードで、観察ポイントの

平均パケット サイズを指定します。

ステップ 5 Switch(config-netflow-lite-monitor)# exporter 
exporter

NetFlow-lite モニタ サブモードで、エクスポータを

割り当てます。

ステップ 6 Switch(config-netflow-lite-monitor)# sampler sampler NetFlow-lite モニタ サブモードで、インターフェイ

ス上のサンプリングをアクティブにします。

ステップ 7 Switch(config-netflow-lite-monitor)# exit NetFlow-lite モニタ サブモードを終了します。

ステップ 8 Switch(config)# exit グローバル コンフィギュレーション モードを終了

します。

ステップ 9 Switch# show netflow-lite monitor monitor vlan vlan 特定のパケットに関して、またはデータ ソース統計

情報ごとに情報を表示します。
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NetFlow パケットのサンプリングの設定

例

次に、ポートのインターフェイス ギガビット 1/3 で、モニタを設定する例を示します。

Switch# config terminal
Switch(config)# int GigabitEthernet1/3
Switch(config-if)# netflow-lite monitor 1
Switch(config-netflow-lite-monitor)# sampler sampler1
Switch(config-netflow-lite-monitor)# average-packet-size 128
Switch(config-netflow-lite-monitor)# exporter exporter1
Switch(config-netflow-lite-monitor)# exit
Switch(config-if)# exit
Switch(config)# exit
Switch(config)#
Switch# show netflow-lite monitor 1 interface gi1/3
Interface GigabitEthernet1/3:
  Netflow-lite  Monitor-1:
    Active:               TRUE
    Sampler:              sampler1
    Exporter:             exporter1
    Average Packet Size:  0
  Statistics:
    Packets exported:     0
    Packets observed:     0
    Packets dropped:      0
    Average Packet Size observed: 64
    Average Packet Size used: 64

同様に、VLAN コンフィギュレーション モードで、VLAN のモニタを設定できます。

Switch# config terminal
Switch(config)# vlan config 2
Switch(config-vlan-config)# netflow-lite monitor 1
Switch(config-netflow-lite-monitor)# average-packet-size 128
Switch(config-netflow-lite-monitor)# exporter exporter1
Switch(config-netflow-lite-monitor)# sampler sampler1
Switch(config-netflow-lite-monitor)# exit
Switch(config-vlan-config)# exit
Switch(config)#
Switch# show netflow-lite monitor 1 vlan 2
VlanID-2:
  Netflow-lite  Monitor-1:
    Active:               TRUE
    Sampler:              sampler1
    Exporter:             exporter1
    Average Packet Size:  0
  Statistics:
    Packets exported:     0
    Packets observed:     0
    Packets dropped:      0
    Average Packet Size observed: 64
    Average Packet Size used: 64

show policy-map 特権 EXEC コマンドで設定を確認できます。
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表示コマンド

使用上のガイドライン

単一パケットのサンプリング インスタンスだけが、モニタでサポートされます。これらのコマンドは、

物理ポートのインターフェイス モード、ポート チャネル インターフェイス、または VLAN コンフィ

ギュレーション モードで入力します。モニタは、他のインターフェイスではサポートされていません。

物理ポートがポート チャネルのメンバである場合、ポートにモニタを適用しても効果はありません。

代わりに、モニタをポート チャネルに適用する必要があります。

モニタを設定する場合、必須パラメータはサンプラおよびエクスポータです。エクスポータがモニタに

関連付けられていない場合、サンプルはエクスポートされません。サンプラを指定しないと、入力パ

ケットのサンプリングは、そのターゲット インターフェイスで実行されません。

パケット サンプリング メカニズムは、1/N のランダム サンプリングの達成を試みます。アルゴリズム

の精度は、特定のインターフェイスに到達するパケットのサイズに依存します。アルゴリズムの相対的

な精度を調整するには、average-packet-size パラメータを使用します。システム全体で、 大 200 モ
ニタがサポートされます。

入力トラフィックの観察に基づいて、インターフェイスで自動的に平均パケット サイズが決定され、

DBL のサンプリング レートでその値が使用されます。

アルゴリズムで使用できるパケット サイズの範囲は、64 ～ 9216 バイトです。0 の値は、平均パケット 
サイズの自動決定が必要なことを意味していると見なされます。

サンプラおよびエクスポータは、パケットのサンプリングに対して有効にする必要があります。いずれ

かの必須パラメータが欠落している場合、サンプラまたはエクスポータが無効であることを示す警告

メッセージが表示されます。

表示コマンド
設定された 小マスクの値を表示するには、必要に応じて各集約方式に対して次のコマンドを使用しま

す。

次に、サンプラに関する情報を表示する例を示します。

コマンド 目的

Switch# show netflow-lite sampler 
sampler_name

サンプラ情報を表示します。

Switch# show netflow-lite monitor monitor 
interface interface_name
Switch# show netflow-lite monitor monitor 
vlan vlan_id

次のコマンドは、特定のパケットに関して、お

よびモニタ統計情報ごとに情報を表示します。

インターフェイスは、物理ポートまたは 
VLAN のいずれかにすることができます。

次のパケット サンプリング統計情報が表示され

ます。

• エクスポートされたパケット（サンプル）

の合計数

• ローカル リソースの不足のために、ドロッ

プされたパケット（サンプル）の合計数

• モニタで認識されたパケットの合計数

Switch# show netflow-lite exporter 
exporter_nsme

コレクタとに関する情報とグローバルな統計情

報を表示します。
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表示コマンド

Switch# show netflow-lite sampler low-rate
Netflow-lite Sampler low-rate:
  Description:           Sampler
  Sampling rate:         1 out of 256
  Packet Section Size:   64 bytes
  Packet offset:         0 bytes

次に、特定のパケットに関して、および物理ポートのモニタ統計情報ごとに情報を表示する例を示しま

す。

Switch# show netflow-lite monitor 1 interface gi1/3
Interface GigabitEthernet1/3:
  Netflow-lite  Monitor-1:
    Active:               TRUE
    Sampler:              sampler1
    Exporter:             exporter1
    Average Packet Size:  0
  Statistics:
    Packets exported:     0
    Packets observed:     0
    Packets dropped:      0
    Average Packet Size observed: 64
    Average Packet Size used: 64

次に、特定のパケットに関して、および VLAN のモニタ統計情報ごとに情報を表示する例を示します。

Switch# show netflow-lite monitor 1 vlan 2
VlanID-2:
  Netflow-lite  Monitor-1:
    Active:               TRUE
    Sampler:              sampler1
    Exporter:             exporter1
    Average Packet Size:  0
  Statistics:
    Packets exported:     0
    Packets observed:     0
    Packets dropped:      0
    Average Packet Size observed: 64
    Average Packet Size used: 64

次に、送信されたエクスポート パケットの合計数を表示する例を示します。

Switch# show netflow-lite  e1
Netflow-lite  Exporter e1:
  Description:                Exporter
  Network Protocol Configuration:
    Destination IP address:   192.168.1.1
    VRF label:                cisc
    Source IP Address:        10.1.1.5
    DSCP:                     0x1
    TTL:                      30
    COS:                      1
  Transport Protocol Configuration:
    Transport Protocol:       UDP
    Destination Port:         1234
    Source Port:              65535
  Export Protocol Configuration: 
    Export Protocol:          netflow-v9
  Exporter Statistics: 
    Export packets sent:      36
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clear コマンド

clear コマンド
モニタでパケット サンプラの統計情報をクリアするには、必要に応じて次のコマンドを使用します。

コマンド 目的

Switch# clear netflow-lite monitor monitor_id 
statistics interface interface name
Switch# clear netflow-lite monitor monitor_id 
statistics vlan vlan_id

データソースで、パケット サンプラの統計情報

をクリアします。

Switch# clear netflow-lite exporter exporter_ 
name statistics

コレクタの統計情報をクリアします。
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（注） Flexible NetFlow は、Supervisor Engine 7-E および Supervisor Engine 7L-E だけでサポートされます。

フローは、パケット フィールドを含む場合があるキー フィールド属性、パケット ルーティング属性、

および入出力インターフェイス情報の一意のセットとして定義されます。NetFlow 機能は、フローを、

機能キー フィールドの値が同じ一連のパケットとして定義します。Flexible NetFlow（FNF）を使用す

れば、さまざまなフロー属性が指定されたフロー レコードを収集し、オプションで転送もできます。

Netflow 収集は、IP、IPv6、およびレイヤ 2 トラフィックをサポートします。

（注） この章で使用するスイッチ コマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL で『Cisco 
Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』と関連資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products//hw/switches/ps4324/index.html

『Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』に掲載されていないコマンドについては、より詳

細な Cisco IOS ライブラリを参照してください。次の URL で『Catalyst 4500 Series Switch Cisco IOS 
Command Reference』と関連資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html

次の項目は、Catalyst 4500 シリーズ スイッチに適用されます。

1. Supervisor Engine 7-E と Supervisor E ngine 7L-E は、スイッチ上のすべてのポートと VLAN で共

有された 100,000 エントリのハードウェア フロー テーブルをサポートします。特定のインター

フェイスまたは VLAN のテーブル エントリ数を制限するには、cache entries number コマンドを

入力します。

次に、1,000 エントリを保持するようにフロー モニタ m1 キャッシュを設定する例を示します。こ

の設定では、インターフェイス gig 3/1 は 大 1000 フローを作成でき、インターフェイス gig 3/2 
は 大 1000 フローを作成できます。

flow exporter e1
    ! exporter specifies where the flow records are send to
    destination 20.1.20.4 
!
flow record r1
    ! record specifies packet fields to collect
    match ipv4 source address
    match ipv4 destination address
    collect counter bytes long
    collect counter packets long
    collect timestamp sys-uptime first

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html
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    collect timestamp sys-uptime last
!
flow monitor m1
    ! monitor refers record configuration and optionally exporter
    ! configuration. It specifies the cache size i.e. how many unique flow
    ! records to collect
    record r1
    exporter e1
    cache timeout active 60
    cache timeout inactive 30
    cache entries 1000

!interface GigabitEthernet 3/1
    ! layer2-switched allows collection of flow records even when the packet is  
    ! bridged
     ip flow monitor m1 layer2-switched input
!
interface GigabitEthernet 3/2
    ip flow monitor m1 input

!

2. フローの収集は、複数のターゲット（ポート、VLAN、ポート単位 /VLAN 単位（FNF は、特定の

ポートの特定の VLAN でイネーブルにできます））、およびポートチャネル（FNF は、個々のメン

バ ポートではなく、ポートチャネル インターフェイスで設定されます）でサポートされます。

3. 64 個の一意のフロー レコード設定がサポートされます。

4. フロー QoS/UBRL と FNF は同じターゲット上で設定できません （フロー ベースの QoS について

は、「フロー ベースの QoS」（P.40-11）を参照してください）。

5. 14,000 の一意の IPv6 アドレスをモニタできます。

6. 特定のターゲット上で、トラフィック タイプごとに 1 つずつのモニタを使用することができます。

ただし、さまざまなトラフィック タイプに対して、同じターゲットの複数のモニタを設定できま

す。

たとえば、次の設定は許可されます。

     ! vlan config 10
           ip flow monitor <name> input
           ipv6 flow monitor <name> input
     !

次の設定は許可されていません。

    !
    interface GigabitEthernet 3/1
           ip flow monitor m1 input
           ip flow monitor m2 input

7. レイヤ 2 とレイヤ 3 をモニタしている特定のターゲット上で、同時トラフィックはサポートされま

せん。

     interface channel-group 1
           datalink flow monitor m1 input
            ip flow monitor m2 input
!

8. 1 つのフロー レコード定義でレイヤ 2 パケット フィールドとレイヤ 3 パケット フィールドを選択

することはできません。ただし、[ingress 802.1Q VLAN Id of packet and Layer 3 packet] フィール

ドの選択は許可されます。

9. ポートまたはポート VLAN ターゲットにモニタを対応付けるには、キー フィールドとして入力 
802.1Q VLAN ID で一致しているフロー レコードは、キー フィールドとして入力インターフェイ

スでも一致している必要があります。

10. 永続的および通常のフロー キャッシュ タイプだけがサポートされます。
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11. Supervisor Engine 7-E および Supervisor Engine 7L-E は、従来のルータのように事前定義済みレ

コードをサポートしません（record neflow ipv4 original-input）。

12. Supervisor Engine 7-E および Supervisor Engine 7L-E は、フロー ベース サンプラをサポートしま

せん。

13. CoS、ToS、TTL またはパケット長のオプションでサポートされていないインターフェイスのオ

プション。

14. フロー エクスポータの設定は、オプションの出力機能をサポートしません。

15. フロー キャッシュ内でのフローの有効期限は、アクティブと非アクティブのタイマー設定を通し

て制御されます。アクティブと非アクティブのエージング タイマーの 小値は 5 秒です。このタ

イマーは、5 秒単位にする必要があります。

（注） ハードウェア テーブル内のフローは、アクティブまたは非アクティブ タイマーの設定値に関係

なく、5 秒間の無活動期間後に削除されます。これにより、新しいハードウェア フローをすば

やく作成することができます。

16. First-seen および Last-seen フローのタイムスタンプの精度は 3 秒以内です。

17. 2048 のフロー モニタおよびレコードがサポートされます。

• TTL がフロー フィールドとして設定されている場合は、次の値が特定のパケット TTL 値として報

告されます。表 62-1 に、パケット TTL と報告される値を示します。

• パケット長がフロー フィールドとして設定されている場合は、次の値が特定のパケット長の値と

して報告されます。表 62-2 に、パケット長と報告される値を示します。

表 62-1 TTL マップ：設定された TTL

パケット TT 値 報告される値

0 0

1 1

2 ～ 10 10

11 ～ 25 25

26 ～ 50 50

51 ～ 100 100

100 ～ 150 150

150-255 255

表 62-2 パケット長マップ：設定されたパケット長

パケット長 報告される値

0-64 64

65-128 128

129-256 256

257 ～ 512 512

513-756 756
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757 ～ 1500 1500

1500-4000 4000

4000+ 8192

表 62-2 パケット長マップ：設定されたパケット長 （続き）

パケット長 報告される値
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次の表に、FNF を通じて使用できるオプションとサポートされているフィールドを示します。

表 62-3 FNF を通じて使用できるオプションとサポートされているフィールド

フィールド 説明 コメント

データ リンク フィールド（レイヤ 2 フロー ラベル + A94）

dot1q priority 802 1Q ユーザ

dot1q vlan 802.1Q VLAN ID 入力 VLAN は、キー 
フィールドとしてサ

ポートされます。

出力 VLAN は、非

キー フィールドとして

サポートされます。

mac 
destination-address

アップストリーム宛先 
MAC アドレス

mac source-address ダウンストリーム送信元 
MAC アドレス

IPv4 フィールド

destination address IPv4 宛先アドレス Yes

DSCP IPv4 DSCP（ToS の一

部）

fragmentation flags IPv4 フラグメンテー

ション フラグ

非キーとしてサポート

されます。DF フラグ

はサポートされません

is-multicast IPv4 マルチキャスト パ
ケットのインジケータ

（該当しない場合は 0、
該当する場合は 1）

非キーとしてサポート

されます

Precedence IPv4 precedence

Protocol IPv4 プロトコル

source address IPv4 送信元アドレス

total length IPv4 データグラム 値は、表 62-2 に基づ

いてレポートされま

す。

Total length 
minimum

表示される 小パケット 
サイズ

Total length 
maximum

検出された 大パケット 
サイズ

Tos IPv4 Type of Service
（TOS）

ttl Pv4 存続可能時間

（TTL）
値は、表 62-1 に基づ

いてレポートされま

す。

ttl minimum FNF は mon-key モード

でのみこのフィールドを

サポートします。
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ttl maximum FNF は mon-key モード

でのみこのフィールドを

サポートします。

IPv6 フィールド

destination address IPv6 宛先アドレス

dscp IPv6 DSCP（IPv6 トラ

フィック クラスの一部）

flow-label IPv6 フロー ラベル

is-multicast IPv6 マルチキャスト パ
ケットのインジケータ

（該当しない場合は 0、
該当する場合は 1）

非キー フィールドとし

てサポートされます。

hop-limit IPv6 ホップ制限（IPv4 
ttl に取って代わります）

値は、表 62-1 に基づ

いてレポートされま

す。

hop-limit minimum フロー内で検出された 
IPv6 小ホップ制限値。

非キー フィールドとし

てしか使用することがで

きません。

hop-limit maximum フロー内で検出された 
IPv6 大ホップ制限値。

非キー フィールドとし

てしか使用することがで

きません。

next-header IPv5 の次のヘッダー タ
イプ

初の次のヘッダーだ

けがレポートされます

total length IPv6 総パケット長 値は、表 62-2 に基づ

いています。

Total length 
minimum

表示される 小パケット 
サイズ

Total length 
maximim

検出された 大パケット 
サイズ

protocol 後の IPv6 拡張ヘッ

ダーにおける IPv6 の次

のヘッダー タイプ

source address IPv6 送信元アドレス

traffic-class IPv6 トラフィック クラ

ス

Yes

ルーティング属性

forwarding-status パケットの転送ステータ

ス（転送済み、ルータで

終端、ACL、RPF、
CAR によってドロップ）

非キー フィールドとし

てサポートされます。

表 62-3 FNF を通じて使用できるオプションとサポートされているフィールド （続き）

フィールド 説明 コメント
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レイヤ 4 ヘッダー フィールド

フィールド 説明 コメント

TCP ヘッダー フィールド

destination-port 
TCP destination 
number

TCP 宛先ポート

flags [ack] [fin] 
[psh] [rst] [syn] 
[urg]

TCP フラグ。 非キー フィールドとし

てサポートされます。

source-port TCP 送信元ポート

UDP ヘッダー フィールド

destination-port UDP 宛先ポート

source-port UDP 送信元ポート

ICMP ヘッダー フィールド

code ICMP コード

type ICMP タイプ

IGMP ヘッダー フィールド

type IGMP

インターフェイス フィールド

input 入力インターフェイス 
インデックス

output 入力インターフェイス 
インデックス

出力インターフェイス

は、非キーとしてのみ

サポートできます。

Flexible NetFlow 機能に関連するフィールド

direction: input

カウンタ フィールド

bytes 32 ビット カウンタ

bytes long 64 ビット カウンタ

packets 32 ビット カウンタ

packets long フロー内のパケットの 
64 ビット カウンタ

タイムスタンプ

表 62-3 FNF を通じて使用できるオプションとサポートされているフィールド （続き）

フィールド 説明 コメント
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フロー モニタ キャッシュ値の設定

アクティブ キャッシュ タイムアウト値を小さくすると、より頻繁にフローがリモート コレクタに転送

されます。また、ソフトウェアによって、転送されたフローがローカル キャッシュから削除されます。

そのため、スイッチから報告されるキャッシュ統計情報に実際のモニタ対象フローが表示されない場合

があります。

first seen フロー内でアカウントさ

れた 初のパケットのタ

イムスタンプ（ミリ秒単

位、ルータ起動後に開

始）

3 秒の精度

last seen フロー内でアカウントさ

れた 後のパケットのタ

イムスタンプ（ミリ秒単

位、ルータ起動後に開

始）

3 秒の精度

表 62-3 FNF を通じて使用できるオプションとサポートされているフィールド （続き）

フィールド 説明 コメント
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イーサネット OAM と CFM の設定

イーサネット Operation, Administration, and Maintenance（OAM; 運用管理および保守）は、イーサ

ネット インフラストラクチャ全体のコンテキスト内の管理機能を向上するために、イーサネット ネッ

トワークの設置、監視、およびトラブルシューティングを行うためのプロトコルです。Cisco IOS 
Release 15.0(2) SG から、Catalyst 4500 シリーズ スイッチでは、標準化された（ドラフト 8.1）IEEE 
802.1ag 接続障害管理（CFM）、IEEE 802.3ah イーサネット OAM ディスカバリ、リンク モニタリン

グ、リモート障害検知、およびリモート ループバックがサポートされました。また、CFM の IP 
Service Level Agreement（SLA; サービス レベル契約）、および ITU-T Y.1731 の障害管理もサポート

されます。イーサネット OAM マネージャは、CFM プロトコルと 802.3ah OAM プロトコル間のイン

ターワーキングを制御します。

ここでは、CFM およびイーサネット OAM プロトコルの設定に関する情報を提供します。承認済みの 
CFM 802.1ag 標準（ドラフト 8.1）および Cisco IOS においてスイッチでサポートされている以前の

バージョン（ドラフト 1.0）の違いを明らかにします。また、このリリースにおける CFM 
ITU-TY.1731 障害管理サポートの設定情報についても説明します。

イーサネット OAM、CFM、および Y.1731 のコマンドおよび設定については、次の URL にある

『Cisco IOS Carrier Ethernet Configuration Guide』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/cether/configuration/guide/12_2sr/ce_12_2sr_book.html

この章で使用するコマンドの構文については、このリリースに対応するコマンド リファレンス、およ

び次の URL にある『Cisco IOS Carrier Ethernet Command Reference』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/cether/command/reference/ce_book.html

（注） CFM のコマンドおよび設定情報の詳細については、次の URL で Cisco IOS フィーチャ モジュールを

参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/cether/configuration/guide/ce_cfm.html

この章で説明する内容は、次のとおりです。

• 「イーサネット CFM について」（P.63-2）

• 「イーサネット CFM の設定」（P.63-7）

• 「CFM ITU-T Y.1731 障害管理の概要」（P.63-27）

• 「Y.1731 障害管理の設定」（P.63-29）

• 「イーサネット CFM 情報の管理および表示」（P.63-32）

• 「イーサネット OAM プロトコルについて」（P.63-34）

• 「イーサネット OAM のイネーブル化および設定」（P.63-35）

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/cether/configuration/guide/12_2sr/ce_12_2sr_book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/cether/command/reference/ce_book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/cether/configuration/guide/ce_cfm.html
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イーサネット CFM について

• 「イーサネット OAM プロトコル情報の表示」（P.63-51）

• 「イーサネット CFM とイーサネット OAM の相互作用」（P.63-53）

イーサネット CFM について
イーサネット CFM は、サービス インスタンスごと（VLAN ごと）のエンドツーエンド イーサネット 
レイヤ OAM プロトコルで、 予防的な接続モニタリング、障害検証、および障害分離の機能が含まれて

います。エンドツーエンドには、プロバイダー エッジ間（PE-to-PE）デバイス、またはカスタマー 
エッジ間（CE-to-CE）デバイスを含みます。イーサネット CFM は、IEEE 802.1ag で仕様が定められ

た、イーサネット ネットワークのレイヤ 2 ping、レイヤ 2 traceroute、およびエンドツーエンドの接続

性検証に関する規格です。

ここでは、イーサネット CFM の概念について説明します。

• 「イーサネット CFM および OAM の定義」（P.63-2）

• 「CFM ドメイン」（P.63-2）

• 「メンテナンス アソシエーションとメンテナンス ポイント」（P.63-4）

• 「CFM メッセージ」（P.63-5）

• 「クロスチェック機能とスタティック リモート MEP」（P.63-5）

• 「SNMP トラップと障害アラーム」（P.63-6）

• 「設定エラー リスト」（P.63-6）

• 「CFM の IP SLA サポート」（P.63-6）

イーサネット CFM および OAM の定義

次の表に、この章で OAM と CFM 機能に関連する多数の用語について説明します。

CFM ドメイン

CFM メンテナンス ドメインは、シングル エンティティにより所有および運用が行われ、一連の内部境

界ポートにより定義される、ネットワーク上の管理空間です。管理者は一意のメンテナンス レベル（0 
～ 7）を割り当て、ドメインの階層構造を定義します。ドメインが大きいほど、レベルは高くなりま

用語 定義

CC 連続性チェック

CFM Connectivity Fault Management

EI Ethernet Infrastructure または EVC Infrastructure

EVC Ethernet Virtual Circuit：イーサネット仮想回線

MEP メンテナンス エンドポイント

MIP メンテナンス中間ポイント

OAM Operations Administration and Maintenance

UNI User to Network Interface
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す。たとえば、図 63-1 に示すように、サービスプロバイダー ドメインはオペレータ ドメインより大き

く、メンテナンス レベルが 6 であり、オペレータ ドメインのメンテナンス レベルは 3 または 4 である

場合があります。

また、図 63-2 に示すように、複数のエンティティによるドメイン管理が必要となるため、ドメインの

交差や重複は許可されません。ドメインの接触やネストは可能です（外側のドメインのメンテナンス 
レベルがネストされたドメインより高い場合）。ドメインのネストは、サービス プロバイダーが 1 つま

たは複数のオペレータにイーサネット サービスを提供する契約を締結する場合に便利です。各オペ

レータは自身のメンテナンス ドメインを持っており、サービスプロバイダーのドメインは、オペレー

タ ドメインのスーパーセットです。ネストするドメインのメンテナンス レベルは、管理組織間で通知

されている必要があります。CFM はメッセージを交換し、ドメインの操作を個別に実行します。

図 63-1 CFM メンテナンス ドメイン

図 63-2 ドメイン間で許可される関係
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イーサネット CFM について

メンテナンス アソシエーションとメンテナンス ポイント

Maintenance Association（MA; メンテナンス アソシエーション）とは、メンテナンス ドメイン内で一

意に識別されるサービスを指します。CFM プロトコルは、MA 内で動作します。メンテナンス ポイン

トは、メンテナンス ドメイン内の CFM に参加するインターフェイス上の境界ポイントです。メンテナ

ンス ポイントは、より低いレベルのフレームをすべて廃棄し、より高いレベルのフレームをすべて転

送します。メンテナンス ポイントには次の 2 種類があります。

• Maintenace End Point（MEP; メンテナンス エンド ポイント）は、ドメインの境界に位置するポイ

ントで、境界を定義し、CFM メッセージの使用をこの境界内に制限します。外向型またはダウン 
MEP は、（ポートに接続された）回線側を経由して通信します。内向型またはアップ MEP は、回

線側でなく、リレー機能側を経由して通信します。

（注） CFM ドラフト 1 では、内向型 MEP および外向型 MEP について規定されています。CFM ドラ

フト 8.1 では、アップ MEP およびダウン MEP について規定されています。このマニュアルで

は、CFM 8.1 の用語を使用して説明します。

CFM ドラフト 1 では、ポート単位または VLAN 単位でのアップ MEP だけがサポートされていま

した。CFM 802.1ag では、VLAN 単位のアップ MEP とダウン MEP、および VLAN と関連付け

られていないタグなしダウン MEP であるポート MEP がサポートされています。ポート MEP は単

一のホップを保護するように設定され、CFM を通してリンク ステートを監視するために使用され

ます。ポート MEP がピア（スタティック リモート MEP）から連続性チェック メッセージを一定

期間受信できない場合、ポートの動作ステートがダウンに設定されます。このステートでは、

CFM パケットおよび OAM パケットだけが通過でき、その他すべてのデータおよび制御パケット

は廃棄されます。

– アップ MEP はリレー機能経由で CFM フレームを送受信します。ダウン MEP へのトラフィッ

クを除いて、回線側から着信した同レベル以下のすべての CFM フレームは廃棄されます。リ

レー側から着信する CFM フレームについては、そのアップ MEP と同じレベルのものは処理

し、これより低いレベルのものは廃棄します。より高いレベルの CFM フレームはすべて、リ

レー側と回線側のどちらから受信した場合も、透過的に転送します。MEP が設定されている

ポートが Spanning-Tree Protocol（STP; スパニングツリー プロトコル）によってブロックさ

れている場合でも、MEP はリレー機能経由で CFM メッセージを送受信できます。CFM は、

特に User Network Interface（UNI; ユーザ ネットワーク インターフェイス）にあるアップ 
MEP では、プロバイダー メンテナンス レベル（UPE-to-UPE）で動作します。

– ダウン MEP は、MEP が設定されているポートに接続された回線を経由して、CFM フレーム

を送受信します。ダウン MEP では、リレー側から着信した同レベル以下のすべての CFM フ
レームが廃棄されます。回線側から CFM フレームを受信した場合、他の下位レベルのダウン 
MEP へのトラフィックを除いて、そのダウン MEP と同じレベルの CFM フレームは処理し、

それより低いレベルの CFM フレームは廃棄します。より高いレベルの CFM フレームはすべ

て、リレー側と回線のどちらから受信した場合も、透過的に転送します。

• Maintenance Intermediate Point（MIP; メンテナンス中間ポイント）は、境界上ではなくドメイン

内部に位置しています。また、traceroute および loopback メッセージによりトリガーされたとき

にだけ、CFM に応答します。MIP では、MEP や他の MIP から受信した CFM フレームは転送さ

れ、（MIP フィルタリングがイネーブルでない場合には）下位レベルのすべての CFM フレームが

廃棄されて、リレー側から着信したフレームか、回線側から着信したフレームかにかかわらず、上

位レベルおよび下位レベルのすべての CFM フレームが転送されます。MIP フィルタリングがイ

ネーブルの場合は、MIP で下位レベルの CRM フレームが廃棄されます。MIP では、Continuity 
Check Message（CCM; 連続性チェック メッセージ）のカタログ化および転送も行われますが、

メッセージには応答しません。
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CFM ドラフト 1 では、MIP フィルタリングは常にイネーブル化されていました。ドラフト 8.1 では、

MIP フィルタリングはデフォルトでディセーブルですが、設定によってイネーブルまたはディセーブ

ルにできます。MIP フィルタリングをディセーブルにすると、すべての CFM フレームが転送されま

す。

MIP は、手動で設定することも、スイッチで自動作成するように設定することもできます。MIP を設

定しないで、MEP だけを設定できます。設定が競合する場合は、手動で作成した MIP が、自動作成さ

れた MIP よりも優先されます。

MEP が設定されているポートが STP によってブロックされている場合でも、MIP は回線側およびリ

レー側の両方から着信する CFM メッセージに応答できますが、CFM メッセージを転送することはで

きません。この動作は、STP によってブロックされたポートでは CFM メッセージを送受信できなかっ

た CFM ドラフト 1 とは異なります。

CFM メッセージ

CFM は、EtherType または（マルチキャスト メッセージについては）MAC アドレスで区別される標

準イーサネット フレームを使用します。すべての CFM メッセージは、メンテナンス ドメイン内およ

び Service-Provider VLAN（S-VLAN; サービスプロバイダー VLAN）でだけ使用されます。次の 
CFM メッセージがサポートされています。

• Continuity Check（CC）メッセージ：MEP 間で定期的に交換されるマルチキャスト ハートビー

ト メッセージ。これにより MEP はドメイン内の他の MEP を、また MIP は MEP を検出できます。

CC メッセージはドメインまたは VLAN に対して設定されます。CCM をイネーブルにするには、

continuity-check イーサネット サービス コンフィギュレーション コマンドを入力します。

スイッチでのデフォルトの CCM 間隔は 10 秒です。continuity-check interval イーサネット サー

ビス モード コマンドを入力すると、間隔を 100 ミリ秒、1 秒、1 分、または 10 分に設定できます。

CCM の間隔を短くすると CPU 使用率が高くなるため、数多くの MEP を 100 ミリ秒に設定しない

でください。

• ループバック メッセージ：特定のメンテナンス ポイントへの接続を検証する管理者の要求により 
MEP が送信するユニキャスト フレームまたはマルチキャスト フレームで、接続先に到達できるか

どうかを示します。ループバック メッセージはインターネット制御メッセージ プロトコル

（ICMP）の ping メッセージに似ています。ping ethernet 特権 EXEC コマンドを参照してくださ

い。

• traceroute メッセージ：管理者の要求で MEP が送信する、目的の MEP までのパスを（ホップ単

位で）追跡するためのマルチキャスト フレーム。traceroute メッセージは概念的に、UDP 
traceroute メッセージに似ています。traceroute ethernet 特権 EXEC コマンドを参照してくださ

い。

クロスチェック機能とスタティック リモート MEP
クロスチェック機能は、ダイナミックに（クロスチェック メッセージを使用して）設定された MEP と
サービスが（設定により）提供される MEP の間の、プロビジョニング後のタイマー駆動型サービスを

検証します。この機能により、マルチポイント サービスのエンドポイントがすべて動作可能であるこ

とが検証されます。クロスチェック機能が実行されるのは 1 回だけで、Command Line Interface（CLI; 
コマンドライン インターフェイス）から開始されます。

CFM 802.1ag では、スタティック リモート MEP またはスタティック RMEP チェックもサポートされ

ています。1 回だけ実行されるクロスチェック機能とは異なり、設定されたスタティック RMEP 
チェックは継続的に実行されます。スタティック RMEP チェックを設定するには、continuity-check 
static rmep イーサネット CFM サービス モード コマンドを入力します。
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SNMP トラップと障害アラーム

MEP は CC トラップおよびクロスチェック トラップの 2 種類の SNMP トラップを生成します。サポー

トされる CC トラップは MEP アップ、MEP ダウン、クロスコネクト（サービス ID が VLAN と不一

致）、ループ、および設定エラーです。クロスチェック トラップはサービス アップ、MEP なし（サー

ビスが提供される MEP がダウン）、および未知の MEP です。

障害アラームとは、CFM によって障害が検出された場合にシステム管理者に送信される、非送信請求

通知です。CFM ドラフト 1 では、障害アラームは検出と同時に送信されていました。CFM 802.1ag で
は、SNMP トラップのトリガーや Syslog メッセージの生成などのプライオリティ レベルを設定できま

す。また、障害アラームが送信されるまでの遅延期間、およびアラームがリセットされるまでの時間を

設定できます。

設定エラー リスト

CFM 802.1ag において、CFM 設定エラーとは、MEP 設定中に検出された設定の誤りや、余分なコン

フィギュレーション コマンドなどを指します。設定エラーは、MA が重複することによって発生する

場合もあります。たとえば、VLAN のリストを持ち、1 つのインターフェイスに MEP を持つ MA を作

成した場合、同じ VLAN に関連付けられ、MEP が設定されていない上位レベルの他の MA があると、

リーク エラーが発生する可能性があります。show ethernet cfm errors configuration 特権 EXEC コマ

ンドを入力すると、設定エラー リストを表示できます。このリストは、情報の提供だけを目的として

います。

CFM の IP SLA サポート

スイッチは IP サービス レベル契約（SLA）を使用した CFM をサポートしています。SLA によって

イーサネット レイヤのネットワーク パフォーマンス メトリックを収集できます。IP SLA CFM 動作で

使用可能な統計測定値には、round-trip time（RTT; ラウンドトリップ時間）、ジッタ（パケット間の遅

延のばらつき）、およびパケット損失が含まれます。複数の IP SLA 動作をスケジューリングし、簡易

ネットワーク管理プロトコル（SNMP）トラップ通知と Syslog メッセージを使用すると、しきい値の

超過を予防的にモニタリングできます。

IP SLA と CFM を統合すると、CFM MEP の間でイーサネット データ フレームを送受信することで

イーサネット レイヤ統計測定値を収集します。パフォーマンスは送信元 MEP と宛先 MEP の間で測定

されます。パフォーマンス メトリックが IP レイヤに限られている IP SLA 動作と異なり、IP SLA と 
CFM の併用によりレイヤ 2 のパフォーマンス メトリックが得られます。

個別のイーサネット ping またはジッタ動作を手動で設定できます。また、特定のメンテナンス ドメイ

ンおよび VLAN に存在するすべての MEP について CFM データベースに問い合わせを行う、IP SLA 
自動イーサネット動作を設定することもできます。検出された MEP に基づいて、個別のイーサネット 
ping またはジッタ動作が自動的に作成されます。

IP SLA はシスコの独自機能であるため、CFM ドラフト 1 と CFM 802.1ag との間の相互運用性は、ス

イッチによって自動的に確保されます。

CFM を使用した IP SLA 動作の詳細については、次の URL にアクセスして、『IP SLAs for 
Metro-Ethernet』フィーチャ モジュールを参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_2sr/12_2srb/feature/guide/sr_meth.html

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_2sr/12_2srb/feature/guide/sr_meth.html


63-7
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-25340-01-J

第 63 章      イーサネット OAM と CFM の設定

イーサネット CFM の設定

イーサネット CFM の設定
その他の CFM CLI を設定する前に、Catalyst 4500 シリーズ スイッチの CFM ドラフト 8.1 では、

ethernet cfm ieee コマンドの入力が要求されます。このコマンドを使用しないと、その他の CFM CLI 
は適用されません。イーサネット CFM を設定するには、CFM ドメインを設定する必要があります。

任意でその他の CFM 機能を設定し、イネーブルにできます（クロスチェック、スタティック リモート 
MEP、ポート MEP、CVLAN MEP または MIP、SNMP トラップおよび障害アラームなど）。一部のコ

ンフィギュレーション コマンドおよび設定手順は、CFM ドラフト 1 のものから変更されています。変

更されたドラフト 1 の CLI は、使用できなくなります。これらは廃止され、許可されません。次の項

で説明している CLI だけが、ドラフト 8.1 で要求されます。

（注） CFM ドラフト 1 からドラフト 8.1 にソフトウェアをアップグレードすると、スイッチは、ドラフト 8.1 
イメージ上のドラフト 1 の設定を自動的にドロップします。また、CFM のステートフル同期は、ドラ

フト 1 イメージとドラフト 8.1 イメージ間で実行されません。アップグレード後に、ドラフト 8.1 につ

いて説明した手順に従って、すべての CFM 設定を再設定する必要があります。

イーサネット CFM を設定するには、ネットワークの準備とサービスの設定が必要です。任意でクロス

チェックを設定し、それをイネーブルにすることもできます。内容は次のとおりです。

• 「イーサネット CFM のデフォルト設定」（P.63-7）

• 「イーサネット CFM 設定時の注意事項」（P.63-8）

• 「CFM ドメインの設定」（P.63-9）

• 「イーサネット CFM クロスチェックの設定」（P.63-12）

• 「スタティック リモート MEP の設定」（P.63-13）

• 「ポート MEP の設定」（P.63-15）

• 「SNMP トラップの設定」（P.63-16）

• 「障害アラームの設定」（P.63-17）

• 「IP SLA CFM 動作の設定」（P.63-18）

• 「C-VLAN（内側 VLAN）上での CFM の設定」（P.63-24）

イーサネット CFM のデフォルト設定

CFM はグローバルにディセーブルとなっています。

CFM がグローバルにイネーブル化されると、すべてのインターフェイスで CFM がイネーブルになり

ます。

ポートは、フロー ポイント（MIP/MEP）またはトランスペアレント ポートに設定するか、またはディ

セーブルにする（CFM がディセーブル）ことができます。デフォルトでは、ポートは、MEP または 
MIP に設定されるまで、またはディセーブルにされるまでは、トランスペアレント ポートです。

MEP も MIP も設定されていません。

MA を設定する場合、方向を設定しないときのデフォルトはアップ（内向型）です。
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イーサネット CFM 設定時の注意事項

イーサネット CFM を設定するときは、次の注意事項および制約事項を考慮してください。

• その他の CFM CLI を設定する前に、ethernet cfm ieee グローバル コンフィギュレーション コマ

ンドを入力する必要があります。このコマンドを入力しない場合、他のすべての CFM CLI は適用

されません。

• CFM は、ルーテッド ポートまたはレイヤ 3 EtherChannel ではサポートされていないため、設定で

きません。

• アップ MEP、ダウン MEP、または MIP として、レイヤ 2 EtherChannel ポート チャネルを設定で

きます。ただし、このような設定は、EtherChannel に属する個別のポートではサポートされませ

ん。EtherChannel グループに、この設定ポートを追加することはできません。

• ポート MEP はサポートされず、レイヤ 2 EtherChannel で設定できません。

• VLAN インタイフェース上では CFM がサポートされないため、CFM を設定できません。

• 独立ホスト、コミュニティ ホスト、または無差別アクセス ポートでは、ダウン MEP だけが、それ

ぞれ独立 VLAN、コミュニティ VLAN、およびプライマリ VLAN でサポートされます。

• アップ MEP は、PVLAN トランク上の通常 VLAN でのみサポートされます。ダウン MEP は、

PVLAN のセカンダリ トランク上の通常 VLAN と独立 VLAN でサポートされます。同様に、ダウ

ン MEP は、無差別トランク ポート上の通常 VLAN とプライマリ VLAN でサポートされます。

• PVALN 上の CFM サービスは PVLAN ポートで終了します。PVLAN 間の CFM サービスの変換

は、PVLAN ポート間ではサポートされません。

• STP がブロックされたポート上のダウン MEP では、CFM ユニキャスト パケット（ループバック 
メッセージおよび traceroute 応答）は許可されません。ブロックされたポートは ping と traceroute 
に応答することができません。ポート MEP は、インターフェイス上のすべてのサービス

（VLAN）MEP よりも低いレベルに設定する必要があります。

• 802.1Q（QinQ）トンネル ポートは、アップ MEP またはポート MEP にすることができます。

• QinQ ポートをダウン MEP または MIP として設定することはできません。このポートを MIP とし

て設定しても、traceroute ではアクティブにならず、表示されません。QinQ インターフェイスに

着信したポート MEP フレームはトンネリングされず、ローカルで処理されます。

• C-VLAN 上の CFM は、従来の QinQ と選択的 QinQ でサポートされ、トランク ポート上の 1 対 
1 の VLAN マッピングではサポートされません。

• S-VLAN または C-VLAN としてネイティブ VLAN を使用して、トンネル モードでポートを設定

しないでください。

• QinQ ポート上のポート MEP では、vlan dot1q tag native グローバル コンフィギュレーション コ
マンドを入力して、ネイティブ VLAN フレームのタグ付けをイネーブルにしないでください。

• 現在 CFM ドラフト 1 を実行しており、CFM ドラフト 8.1 をサポートするソフトウェア バージョ

ンにアップグレードする場合は、スイッチによって、ドラフト 8.1 イメージ上のドラフト 1 の設定

が自動的にドロップされます。CLI の一部は、ドラフト 1 からドラフト 8.1 に変更されました。ド

ラフト 8.1 イメージで必要なすべての設定を再設定する必要があります。
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CFM ドメインの設定

イーサネット CFM ドメインを設定し、VLAN にドメインを接続するようにサービスを設定し、または 
MEP として機能するようにポートを設定するには、次の作業を行います。また、必要に応じて、CC 
などの他のパラメータを設定するためのオプション コマンドを入力することもできます。

コマンド 目的

ステップ 1 configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 ethernet cfm ieee ドラフト 8.1 の設定が必要です。これは、その他の設定の

前に設定する必要があります。

ステップ 3 ethernet cfm global スイッチで、イーサネット CFM をグローバルにイネーブ

ル化します。

ステップ 4 ethernet cfm traceroute cache [size entries | 
hold-time minutes]

（任意）CFM traceroute キャッシュを設定します。 大

キャッシュ サイズまたはホールドタイムを設定できます。

• （任意）size には、キャッシュ サイズをエントリの行

数で入力します。指定できる範囲は 1 ～ 4095 で、デ

フォルト値は 100 行です。

• （任意）hold-time には、 大キャッシュ ホールドタ

イムを分単位で入力します。指定できる範囲は 1 ～ 
65535 で、デフォルト値は 100 分です。

ステップ 5 ethernet cfm mip auto-create level level-id 
vlan vlan-id

（任意）指定したレベルの特定の MA に関連付けられてい

ない VLAN ID において、スイッチが自動的に MIP を作

成するように設定します。指定できるレベルの範囲は 0 ～ 
7 です。

（注） MIP の自動作成は、MIP による監視の対象となる 
VLAN だけに対して設定します。すべての VLAN 
に対してこの設定を行うと、CPU およびメモリの

使用率が高くなる可能性があります。

ステップ 6 ethernet cfm mip filter （任意）MIP フィルタリングをイネーブルにして、下位レ

ベルのすべての CFM フレームが廃棄されるようにしま

す。デフォルトではディセーブルです。

ステップ 7 ethernet cfm domain domain-name level level-id CFM ドメインを定義し、ドメイン レベルを設定して、ド

メインのイーサネット CFM コンフィギュレーション モー

ドを開始します。指定できるメンテナンス レベル番号の

範囲は 0 ～ 7 です。

ステップ 8 id {mac-address domain_number | dns name | 
null}

（任意）メンテナンス ドメインの ID を割り当てます。

• mac-address domain_number：MAC アドレスおよび

ドメイン番号を入力します。番号は、0 ～ 65535 で
す。

• dns name：DNS 名のストリングを入力します。 大 
43 文字までの名前を指定できます。

• null：ドメイン名を割り当てません。
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ステップ 9 service {ma-name | ma-number | vpn-id vpn} 
{vlan vlan-id [direction down] | port}

ドメインに関連付けるカスタマー サービス MA 名または

番号、あるいは VPN ID、および VLAN ID またはポート 
MEP を定義して、イーサネット CFM サービス コンフィ

ギュレーション モードを開始します。

• ma-name：MAID を識別する 100 文字以内のストリ

ングを指定します。

• ma-number：0 ～ 65535 の値を指定します。

• vpn-id vpn：ma-name の代わりに VPN ID を入力しま

す。

• vlan vlan-id：1 ～ 4094 の範囲の VLAN ID を指定し

ます。同じレベルで複数のドメインに同じ VLAN ID 
を使用することはできません。

• （任意）direction down：サービス方向をダウンと指

定します。

• port：タグなしで VLAN と関連付けられていないダ

ウン MEP であるポート MEP を設定します。

ステップ 10 continuity-check CCM の送受信をイネーブルにします。

ステップ 11 continuity-check interval value （任意）CCM の送信間隔を設定します。指定可能な値は、

100 ミリ秒、1 秒、10 秒、1 分、および 10 分です。デ

フォルトは 10 秒です。

（注） CCM の間隔を短くすると CPU 使用率が高くなる

ため、数多くの MEP を 100 ミリ秒間隔に設定し

ないでください。

ステップ 12 continuity-check loss-threshold 
threshold-value

（任意）何回 CCM が受信できないと MEP がダウンした状

態と判断されるかを設定します。指定できる範囲は 2 ～ 
255 です。デフォルト値は 3 です。

ステップ 13 maximum meps value （任意）ネットワーク上に設定可能な 大 MEP 数を設定

します。有効な範囲は 1 ～ 65535 です。デフォルトは 100 
です。

ステップ 14 sender-id {chassis | none} （任意）ネイバー デバイスのタイプ、長さ、値を含む属性

である送信元 ID TLV を指定します。

• chassis：シャーシ ID（ホスト名）を送信します。

• none：送信元 ID に情報を含めません。

ステップ 15 mip auto-create [lower-mep-only | none] （任意）サービスで、MIP の自動作成を設定します。

• lower-mep-only：サービスにおいて、次のアクティ

ブな下位レベルの他のドメインに MEP がある場合に

だけ MIP を作成します。

• none：MIP を自動作成しません。

ステップ 16 exit イーサネット CFM コンフィギュレーション モードに戻り

ます。

ステップ 17 mip auto-create [lower-mep-only] （任意）ドメインで、MIP の自動作成を設定します。

• lower-mep-only：サービスにおいて、次のアクティ

ブな下位レベルの他のドメインに MEP がある場合に

だけ MIP を作成します。

コマンド 目的
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イーサネット CFM の設定

設定を削除する場合、またはデフォルト設定に戻す場合は、上記コマンドの no 形式を使用します。

次に、基本的な CFM 設定の例を示します。

Switch(config)# ethernet cfm ieee
Switch(config)# ethernet cfm global
Switch(config)# ethernet cfm domain abc level 3
Switch(config-ecfm)# service test vlan 5
Switch(config-ecfm-srv)# continuity-check
Switch(config-ecfm-srv)# exit

ステップ 18 mep archive-hold-time minutes （任意）存在しない MEP からのデータが消去される前に

保持される分数を設定します。指定できる範囲は 1 ～ 
65535 で、デフォルト値は 100 分です。

ステップ 19 exit グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 20 interface interface-id 設定するインターフェイスを指定し、インターフェイス 
コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 21 switchport mode trunk （任意）ポートをトランク ポートとして設定します。

ステップ 22 ethernet cfm mip level level-id （任意）インターフェイスに、カスタマー レベルまたは

サービスプロバイダー レベルの MIP を設定します。指定

できる MIP レベルの範囲は 0 ～ 7 です。

（注） ethernet cfm mip auto-create グローバル コン

フィギュレーション コマンド、あるいは mip 
auto-create イーサネット CFM またはイーサネッ

ト CFM サービス コンフィギュレーション モード 
コマンドを入力した場合、この手順は必要ありま

せん。

ステップ 23 ethernet cfm mep domain domain-name mpid 
identifier {vlan vlan-id | port}

ドメインの MEP を設定して、イーサネット CFM MEP 
モードを開始します。

• domain domain-name：作成したドメインの名前を指

定します。

• mpid identifier：MEP ID を入力します。ID は VLAN 
ごとに一意でなければいけません（サービス インス

タンス）。指定できる範囲は 1 ～ 8191 です

• vlan vlan-id：vlan-id に、1 つ以上のサービスプロバ

イダー VLAN ID を 1 ～ 4094 の範囲で指定します。2 
つの VLAN ID をハイフンで区切って指定すると、そ

の範囲の ID を指定できます。複数の VLAN ID をカ

ンマで区切って指定することもできます。

• port：ポート MEP を設定します。

ステップ 24 cos value （任意）メッセージとともに送信するサービス クラス

（CoS）値を指定します。指定できる範囲は 0 ～ 7 です。

ステップ 25 end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 26 show ethernet cfm maintenance-points {local | 
remote} 

設定を確認します。

ステップ 27 show ethernet cfm errors [configuration] （任意）設定エラー リストを表示します。

ステップ 28 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存し

ます。

コマンド 目的
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イーサネット CFM の設定

Switch(config-ecfm)# exit
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/2
Switch(config-if)# ethernet cfm mep domain abc mpid 222 vlan 5
Switch(config-if-ecfm-mep)# exit

イーサネット CFM クロスチェックの設定

イーサネット CFM クロスチェックを設定するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# ethernet cfm mep crosscheck 
start-delay delay

クロスチェックが開始されるまでにリモート MEP がアク

ティブになるのを待つ時間を秒数で設定します。指定でき

る範囲は 1 ～ 65535 です。デフォルト値は 30 秒です。

ステップ 3 Switch(config)# ethernet cfm domain 
domain-name level level-id

CFM ドメインを定義し、ドメイン レベルを設定して、ド

メインのイーサネット CFM コンフィギュレーション モー

ドを開始します。指定できるメンテナンス レベル番号の

範囲は 0 ～ 7 です。

ステップ 4 Switch(config)# service {ma-name | ma-number | 
vpn-id vpn} {vlan vlan-id}

ドメインに関連付けるカスタマー サービス MA 名または

番号、あるいは VPN ID、および VLAN ID を定義して、

イーサネット CFM サービス コンフィギュレーション 
モードを開始します。

• ma-name：MAID を識別する 100 文字以内のストリ

ングを指定します。

• ma-number：0 ～ 65535 の値を指定します。

• vpn-id vpn：ma-name の代わりに VPN ID を入力しま

す。

• vlan vlan-id：1 ～ 4094 の範囲の VLAN ID を指定し

ます。同じレベルで複数のドメインに同じ VLAN ID 
を使用することはできません。

ステップ 5 Switch(config-ether-cfm)# mep mpid identifier ドメインおよびサービス内の MEP ID を定義します。指定

できる範囲は 1 ～ 8191 です

ステップ 6 Switch(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 7 Switch# ethernet cfm mep crosscheck {enable | 
disable} domain domain-name {vlan {vlan-id | 
any} | port}

• ドメイン内の、1 つ以上の VLAN またはポート MEP 
に対して CFM クロスチェックをイネーブルまたは

ディセーブルにします。

• domain domain-name：作成したドメインの名前を指

定します。

• vlan {vlan-id | any}：vlan-id に、1 つ以上のサービス

プロバイダー VLAN ID を 1 ～ 4094 の範囲で指定し

ます。2 つの VLAN ID をハイフンで区切って指定す

ると、その範囲の ID を指定できます。複数の VLAN 
ID をカンマで区切って指定することもできます。す

べての VLAN を対象とする場合は、any を入力しま

す。

• port：ポート MEP を指定します。
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イーサネット CFM の設定

設定を削除する場合、またはデフォルト設定に戻す場合は、各コマンドの no 形式を使用します。

次に、イーサネット CFM クロスチェックを設定する例を示します。

Switch(config)# ethernet cfm mep crosscheck start-delay 60
Switch(config)# ethernet cfm domain abc level 3
Switch(config-ecfm)# service test vlan 5
Switch(config-ecfm-srv)# mep mpid 23
Switch(config-ecfm-srv)# mep mpid 34
Switch(config-ecfm-srv)# end
Switch# ethernet cfm mep crosscheck enable domain abc vlan 5

Switch# show ethernet cfm maintenance-points remote crosscheck
-------------------------------------------------------------------------
MPID Domain Name                                 Lvl Type Id       Mep-Up
     MA Name
-------------------------------------------------------------------------
  23 abc                                           3 Vlan 5            No
     test
  34 abc                                           3 Vlan 5            No
     test

Switch# show ethernet cfm errors
--------------------------------------------------------------------------------
MPID Domain Id                                   Mac Address      Type Id
     MA Name                                     Reason           Lvl  Age
--------------------------------------------------------------------------------
34   abc                                         0000.0000.0000   Vlan 5
     test                                        RMEP missing     3    95s
23   abc                                         0000.0000.0000   Vlan 5
     test                                        RMEP missing     3    95s
Switch#

スタティック リモート MEP の設定

イーサネット CFM スタティック リモート MEP を設定するには、次の作業を行います。

ステップ 8 Switch# show ethernet cfm maintenance-points 
remote crosscheck

設定を確認します。

ステップ 9 Switch# show ethernet cfm errors 
[configuration]

CFM クロスチェックをイネーブルにしてクロスチェック

動作の結果を表示したあと、このコマンドを入力します。

設定エラー リストを表示するには、configuration キー

ワードを入力します。

ステップ 10 Switch# copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存し

ます。

コマンド 目的

コマンド 目的

ステップ 1 configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 ethernet cfm domain domain-name level level-id CFM ドメインを定義し、ドメイン レベルを設定して、ド

メインのイーサネット CFM コンフィギュレーション モー

ドを開始します。指定できるメンテナンス レベル番号の

範囲は 0 ～ 7 です。
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イーサネット CFM の設定

設定を削除する場合、またはデフォルト設定に戻す場合は、各コマンドの no 形式を使用します。

次に、イーサネット CFM スタティック リモート MEP を設定する例を示します。

Switch(config)# ethernet cfm domain abc level 3
Switch(config-ecfm)# service test vlan 5
Switch(config-ecfm-srv)# continuity-check
Switch(config-ecfm-srv)# mep mpid 23
Switch(config-ecfm-srv)# mep mpid 34
Switch(config-ecfm-srv)# continuity-check static rmep

Switch# show ethernet cfm maintenance-points remote static
-------------------------------------------------------------------------
MPID Domain Name                                 Lvl Type Id       Mep-Up
     MA Name
-------------------------------------------------------------------------
  23 abc                                           3 Vlan 5            No
     test
  34 abc                                           3 Vlan 5            No
     test
Switch# show ethernet cfm errors

ステップ 3 service {ma-name | ma-number | vpn-id vpn} 
{vlan vlan-id [direction down] | port} 

ドメインに関連付けるカスタマー サービス MA 名または

番号、あるいは VPN ID、および VLAN ID またはピア 
MEP を定義して、イーサネット CFM サービス コンフィ

ギュレーション モードを開始します。

• ma-name：MAID を識別する 100 文字以内のストリ

ングを指定します。

• ma-number：0 ～ 65535 の値を指定します。

• vpn-id：ma-name の代わりに VPN ID を入力します。

• vlan vlan-id：1 ～ 4094 の範囲の VLAN ID を指定し

ます。同じレベルで複数のドメインに同じ VLAN ID 
を使用することはできません。

• （任意）direction down：サービス方向をダウンと指

定します。

• port：タグなしで VLAN と関連付けられていないダ

ウン MEP であるポート MEP を設定します。

ステップ 4 continuity-check CCM の送受信をイネーブルにします。

ステップ 5 mep mpid identifier スタティック リモート MEP ID を定義します。指定でき

る範囲は 1 ～ 8191 です

ステップ 6 continuity-check static rmep MEP リストに設定されたリモート MEP からの着信 CCM 
のチェックをイネーブルにします。

ステップ 7 end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 8 show ethernet cfm maintenance-points remote 
static

設定を確認します。

ステップ 9 show ethernet cfm errors [configuration] CFM クロスチェックをイネーブルにしてクロスチェック

動作の結果を表示したあと、このコマンドを入力します。

設定エラー リストを表示するには、configuration キー

ワードを入力します。

ステップ 10 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存し

ます。

コマンド 目的
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--------------------------------------------------------------------------------
MPID Domain Id                                   Mac Address      Type Id
     MA Name                                     Reason           Lvl  Age
--------------------------------------------------------------------------------
34   abc                                         0000.0000.0000   Vlan 5
     test                                        RMEP missing     3    421s
23   abc                                         0000.0000.0000   Vlan 5
     test                                        RMEP missing     3    421s
Switch#

ポート MEP の設定

ポート MEP は、VLAN に関連付けられておらず、CFM メッセージの伝送にタグなしフレームを使用

するダウン MEP です。ポート MEP は、接続された 2 つのインターフェイスで設定します。ポート 
MEP は、常にネイティブ VLAN MEP よりも低いドメイン レベルで設定されます。

イーサネット CFM ポート MEP を設定するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# ethernet cfm domain 
domain-name level level-id

CFM ドメインを定義し、ドメイン レベルを設定して、ド

メインのイーサネット CFM コンフィギュレーション モー

ドを開始します。指定できるメンテナンス レベル番号の

範囲は 0 ～ 7 です。

ステップ 3 Switch(config-ecfm)# service {ma-name | 
ma-number | vpn-id} port 

ドメインに関連付けるカスタマー サービス MA 名または

番号、あるいは VPN ID を定義し、ポート MEP を定義し

て、イーサネット CFM サービス コンフィギュレーション 
モードを開始します。

• ma-name：MAID を識別する 100 文字以内のストリ

ングを指定します。

• ma-number：0 ～ 65535 の値を指定します。

• vpn-id vpn：ma-name の代わりに VPN ID を入力しま

す。

ステップ 4 Switch(config-ecfm-srv)# mep mpid identifier ドメインおよびサービス内のスタティック リモート MEP 
ID を定義します。指定できる範囲は 1 ～ 8191 です

ステップ 5 Switch(config-ecfm-srv)# continuity-check CCM の送受信をイネーブルにします。

ステップ 6 Switch(config-ecfm-srv)# continuity-check 
interval value

（任意）CCM の送信間隔を設定します。指定可能な値は、

1 秒、10 秒、1 分、および 10 分です。デフォルトは 10 秒
です。

（注） CCM の間隔を短くすると CPU 使用率が高くなる

ため、数多くの MEP を 1 秒間隔に設定しないでく

ださい。

ステップ 7 Switch(config-ecfm-srv)# continuity-check 
loss-threshold threshold-value

（任意）何回 CCM が受信できないと MEP がダウンした状

態と判断されるかを設定します。指定できる範囲は 2 ～ 
255 です。デフォルト値は 3 です。

ステップ 8 Switch(config-ecfm-srv)# continuity-check 
static rmep

MEP リストに設定されたリモート MEP からの着信 CCM 
のチェックをイネーブルにします。
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イーサネット CFM の設定

設定を削除する場合、またはデフォルト設定に戻す場合は、各コマンドの no 形式を使用します。

次に、ポート MEP の設定の例を示します。

Switch(config)# ethernet cfm domain abc level 3
Switch(config-ecfm)# service PORTMEP port
Switch(config-ecfm-srv)# mep mpid 222
Switch(config-ecfm-srv)# continuity-check
Switch(config-ecfm-srv)# continuity-check static rmep
Switch(config-ecfm-srv)# exit
Switch(config-ecfm)# exit
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# ethernet cfm mep domain abc mpid 111 port
Switch(config-if)# end

SNMP トラップの設定

イーサネット CFM のトラップを設定するには、次の作業を行います。

ステップ 9 Switch(config-ecfm-srv)# exit イーサネット CFM コンフィギュレーション モードに戻り

ます。

ステップ 10 Switch(config-ecfm)# exit グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 11 Switch(config)# interface interface-id ポート MEP インターフェイスを指定して、インターフェ

イス コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 12 Switch(config-if)# ethernet cfm mep domain 
domain-name mpid identifier port 

インターフェイスを、ドメインのポート MEP として設定

します。

• domain domain-name：作成したドメインの名前を指

定します。

• mpid identifier：MEP ID を入力します。ID は VLAN 
ごとに一意でなければいけません（サービス インス

タンス）。指定できる範囲は 1 ～ 8191 です 

ステップ 13 Switch(config-if)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 14 Switch)# show ethernet cfm maintenance-points 
remote static

設定を確認します。

ステップ 15 Switch)# show ethernet cfm errors 
[configuration]

CFM クロスチェックをイネーブルにしてクロスチェック

動作の結果を表示したあと、このコマンドを入力します。

設定エラー リストを表示するには、configuration キー

ワードを入力します。

ステップ 16 Switch)# copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存し

ます。

コマンド 目的

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# snmp-server enable traps 
ethernet cfm cc [mep-up] [mep-down] [config] 
[loop] [cross-connect]

（任意）イーサネット CFM CC トラップをイネーブルにし

ます。

ステップ 3 Switch(config)# snmp-server enable traps 
ethernet cfmalarm

（任意）イーサネット CFM 障害アラーム トラップをイ

ネーブルにします。
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イーサネット CFM の設定

設定を削除する場合、またはデフォルト設定に戻す場合は、各コマンドの no 形式を使用します。

次に、SNMP トラップを設定する例を示します。

Switch(config)# snmp-server enable traps ethernet cfm alarm
Switch(config)# snmp-server enable traps ethernet cfm cc mep-down
Switch(config)# snmp-server enable traps ethernet cfm crosscheck mep-missing

障害アラームの設定

イーサネット CFM 障害アラームを設定するには、次の作業を実行します。

（注） グローバル コンフィギュレーション モードまたはイーサネット CFM インターフェイス MEP モード

で、障害アラームを設定できます。競合する場合は、インターフェイス MEP モードの設定が優先され

ます。

ステップ 4 Switch(config)# snmp-server enable traps 
ethernet cfm crosscheck [mep-unknown] 
[mep-missing] [service-up]

（任意）イーサネット CFM クロスチェック トラップをイ

ネーブルにします。

ステップ 5 Switch(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 Switch# show running-config 入力を確認します。

ステップ 7 Switch# copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存し

ます。

コマンド 目的

コマンド 目的

ステップ 1 configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 ethernet cfm alarm notification {all | 
error-xcon | mac-remote-error-xcon | none | 
remote-error-xcon | xcon}

指定した障害についてのイーサネット CFM 障害アラーム

通知をグローバルにイネーブル化します。

• all：すべての障害を報告します。

• error-xcon：エラーおよび接続の障害だけを報告しま

す。

• mac-remote-error-xcon：MAC アドレス、リモー

ト、エラー、および接続の障害だけを報告します。

• none：障害を報告しません。

• remote-error-xcon：リモート、エラー、および接続

の障害だけを報告します。

• xcon：接続の障害だけを報告します。

ステップ 3 ethernet cfm alarm delay value （任意）CFM 障害アラームが送信されるまでの遅延期間を

設定します。指定できる範囲は 2500 ～ 10000 ミリ秒で

す。デフォルトは 2500 ms です。

ステップ 4 ethernet cfm alarm reset value （任意）CFM 障害アラームがリセットされるまでの時間を

指定します。指定できる範囲は 2500 ～ 10000 ミリ秒で

す。デフォルトは 10000 ms です。
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設定を削除する場合、またはデフォルト設定に戻す場合は、各コマンドの no 形式を使用します。

次に、イーサネット CFM 障害アラームを設定する例を示します。：

Switch(config)# ethernet cfm alarm notification remote-error-xcon
Switch(config)# ethernet cfm logging alarm ieee
Switch(config)# interface gigabitethernet1/2
Switch(config-if)# ethernet cfm mep domain abc mpid 222 vlan 5
Switch(config-if-ecfm-mep)# alarm notification mac-remote-error-xcon
Switch(config-if)# end

IP SLA CFM 動作の設定

IP SLA のイーサネット ping またはジッタ エコー動作を手動で設定するか、または、次の設定を行う

ことができます。

エンドポイント ディスカバリを伴う IP SLA イーサネット動作。複数の動作スケジューリングを設定す

ステップ 5 ethernet cfm logging alarm ieee スイッチで、アラームのシステム ロギング メッセージが

生成されるように設定します。

ステップ 6 interface interface-id （任意）設定するインターフェイスを指定します。イン

ターフェイス コンフィギュレーション モードを開始しま

す。

ステップ 7 ethernet cfm mep domain domain-name mpid 
identifier vlan vlan-id

ドメインの MEP を設定して、イーサネット CFM イン

ターフェイス MEP モードを開始します。

• domain domain-name：作成したドメインの名前を指

定します。

• mpid identifier：MEP ID を入力します。ID は VLAN 
ごとに一意でなければいけません（サービス インス

タンス）。指定できる範囲は 1 ～ 8191 です 

• vlan vlan-id：vlan-id に、1 つ以上のサービスプロバ

イダー VLAN ID を 1 ～ 4094 の範囲で指定します。2 
つの VLAN ID をハイフンで区切って指定すると、そ

の範囲の ID を指定できます。複数の VLAN ID をカ

ンマで区切って指定することもできます。

ステップ 8 alarm notification {all | error-xcon | 
mac-remote-error-xcon | none | 
remote-error-xcon | xcon}

（任意）インターフェイスで、指定した障害のイーサネッ

ト CFM 障害アラーム通知をイネーブルにします。

（注） イーサネット CFM インターフェイス MEP アラー

ム設定は、グローバル設定よりも優先されます。

ステップ 9 alarm {delay value | reset value} （任意）アラームの遅延期間またはリセット期間を設定し

ます。

（注） イーサネット CFM インターフェイス MEP アラー

ム設定は、グローバル設定よりも優先されます。

ステップ 10 end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 11 show running-config 入力を確認します。

ステップ 12 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存し

ます。

コマンド 目的
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ることもできます。正確な単方向遅延を求めるには、エンドポイント スイッチのクロックを同期化さ

せる必要があります。エンドポイント スイッチが同じクロック ソースに同期化するように、ネット

ワーク タイム プロトコル（NTP）でエンドポイント スイッチを設定します。

IP SLA イーサネット動作の設定の詳細については、次の URL の『Cisco IOS IP SLAs for 
Metro-Ethernet』フィーチャ モジュールを参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipsla/configuration/15-1s/Configuring_Cisco_IOS_IP_S
LAs_for_Metro-Ethernet.html

および

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipsla/configuration/xe-2/Configuring_IP_SLAs_for_Met
ro-Ethernet.html

IP SLA 動作の詳細については、次の URL の『Cisco IOS IP SLAs Configuration Guide Release 12.4T』
を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6441/products_installation_and_configuration_guides_list.ht
ml

IP SLA コマンドの詳細については、次の URL にあるコマンド リファレンスを参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipsla/command/reference/sla_book.html

ここでは、次の手順について説明します。

• 「IP SLA CFM プローブまたはジッタ動作の手動設定」（P.63-19）

• 「IP SLA 動作へのエンドポイント ディスカバリの設定」（P.63-22）

IP SLA CFM プローブまたはジッタ動作の手動設定

IP SLA イーサネット エコー（ping）またはジッタ動作を手動で設定するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# ip sla operation-number IP SLA 動作を作成し、IP SLA コンフィギュレーション 
モードを開始します。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipsla/configuration/15-1s/Configuring_Cisco_IOS_IP_SLAs_for_Metro-Ethernet.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipsla/configuration/xe-2/Configuring_IP_SLAs_for_Metro-Ethernet.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6441/products_installation_and_configuration_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipsla/command/reference/sla_book.html


63-20
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-25340-01-J

第 63 章      イーサネット OAM と CFM の設定

イーサネット CFM の設定

ステップ 3 Switch(config-ip-sla)# ethernet echo mpid 
identifier domain domain-name vlan vlan-id

or

ethernet jitter mpid identifier domain 
domain-name vlan vlan-id [interval 
interpacket-interval] [num-frames number-of 
frames transmitted]

IP SLA 動作をエコー（ping）またはジッタ動作として設

定し、IP SLA イーサネット エコー コンフィギュレーショ

ン モードを開始します。

• ping 動作には echo を、ジッタ動作には jitter を入力

します。

• mpid identifier には、MEP の ID を入力します。ID 
は VLAN ごとに一意でなければいけません（サービ

ス インスタンス）。指定できる範囲は 1 ～ 8191 です

• domain domain-name には、CFM ドメイン名を入力

します。

• vlan vlan-id に指定できる範囲は 1 ～ 4095 です。

• （任意、ジッタの場合だけ）interval には、ジッタ パ
ケットの送信間隔を入力します。

• （任意、ジッタの場合だけ）num-frames には、送信

するフレーム数を入力します。

ステップ 4 Switch(config-ip-sla-ethernet-monitor)# cos 
cos-value

（任意）この動作の CoS 値を設定します。

スイッチに cos パラメータを設定する前に、mls qos グ
ローバル コンフィギュレーション コマンドを入力して 
QoS をグローバルにイネーブル化する必要があります。

ステップ 5 Switch(config-ip-sla-ethernet-monitor)# 
frequency seconds

（任意）IP SLA 動作を繰り返す間隔を設定します。指定で

きる範囲は 1 ～ 604800 秒で、デフォルトは 60 秒です。

ステップ 6 Switch(config-ip-sla-ethernet-monitor)# 
history history-parameter

（任意）IP SLA 動作に関する統計履歴情報を収集するため

のパラメータを指定します。

ステップ 7 Switch(config-ip-sla-ethernet-monitor)# owner 
owner-id

（任意）IP SLA 動作の SNMP オーナーを設定します。

ステップ 8 Switch(config-ip-sla-ethernet-monitor)# 
request-data-size bytes 

（任意）IP SLA 要求パケットのプロトコル データのサイ

ズを指定します。指定できる範囲は 0 ～ 使用するプロト

コルが許可した 大サイズです。デフォルトは 66 バイト

です。

ステップ 9 Switch(config-ip-sla-ethernet-monitor)# tag 
text 

（任意）IP SLA 動作のユーザ指定 ID を作成します。

ステップ 10 Switch(config-ip-sla-ethernet-monitor)# 
threshold milliseconds 

（任意）ネットワーク モニタリング統計情報の算出に使用

するしきい値の上限値をミリ秒（ms）で指定します。指

定できる範囲は 0 ～ 2147483647 です。デフォルトは 
5000 です。

ステップ 11 Switch(config-ip-sla-ethernet-monitor)# 
timeout milliseconds 

（任意）IP SLA 動作の要求パケットに対する応答を待つ時

間をミリ秒で指定します。指定できる範囲は 0 ～ 
604800000 です。デフォルト値は 5000 です。

ステップ 12 Switch(config-ip-sla-ethernet-monitor)# exit グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

コマンド 目的
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IP SLA 動作を削除するには、no ip sla operation-number グローバル コンフィギュレーション コマン

ドを入力します。

次に、IP SLA CFM プローブまたはジッタ動作を設定する例を示します。

Switch(config)# ip sla 1
Switch(config-ip-sla)# ethernet echo mpid 23 domain abc vlan 5
Switch(config-ip-sla-ethernet-echo)# exit 
Switch(config)# ip sla schedule 1 start-time now

Switch# show ip sla configuration 1
IP SLAs, Infrastructure Engine-II.

Entry number: 1
Owner:
Tag:
Type of operation to perform: 802.1ag Echo
Target domain: abc
Target MPID: 23
Target VLAN ID: 5
Request size (Padding portion): 0
Operation timeout (milliseconds): 5000
Class Of Service parameters: 0
Schedule:

ステップ 13 Switch(config)# ip sla schedule 
operation-number [ageout seconds] [life 
{forever | seconds}] [recurring] [start-time 
{hh:mm {:ss} [month day | day month] | pending 
| now | after hh:mm:ss}]

IP SLA 動作のスケジューリングに関する時間パラメータ

を設定します。

• operation-number：IP SLA 動作番号を入力します。

• （任意）ageout seconds：情報を収集していないとき、

メモリの動作を保存する秒数を指定します。指定でき

る範囲は 0 ～ 2073600 秒です。デフォルトは 0 秒で

す。

• （任意）life：動作の実行を無制限（forever）に指定

するか、秒数を指定します。範囲は 0 ～ 2147483647 
です。デフォルトは 3600 秒（1 時間）です。

• （任意）recurring：毎日自動的にスケジュールされる

ようにプローブを設定します。

• （任意）start-time：情報の収集を開始する時刻を入力

します。

– 特定の時刻に開始する場合は、時、分、秒（24 
時間表記）、月日を入力します。

– pending と入力すれば、開始時刻を指定するまで

は情報を収集しません。

– now と入力すれば、ただちに動作を開始します。

– after hh:mm:ss と入力すれば、指定した時刻の経

過後に動作を開始します。

ステップ 14 Switch(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 15 Switch# show ip sla configuration 
[operation-number]

設定されている IP SLA 動作を表示します。

ステップ 16 Switch# copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存し

ます。

コマンド 目的
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    Operation frequency (seconds): 60
    Next Scheduled Start Time: Start Time already passed
    Group Scheduled : FALSE
    Randomly Scheduled : FALSE
    Life (seconds): 3600
    Entry Ageout (seconds): never
    Recurring (Starting Everyday): FALSE
    Status of entry (SNMP RowStatus): Active
Threshold (milliseconds): 5000
Distribution Statistics:
    Number of statistic hours kept: 2
    Number of statistic distribution buckets kept: 1
    Statistic distribution interval (milliseconds): 20
Enhanced History:
History Statistics:
    Number of history Lives kept: 0
    Number of history Buckets kept: 15
    History Filter Type: None

Switch#

IP SLA 動作へのエンドポイント ディスカバリの設定

IP SLA を使用して、ドメインおよび VLAN ID の CFM エンドポイントを自動的に検出するには、次の

作業を行います。検出したエンドポイントに ping またはジッタ動作を設定できます。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# ip sla ethernet-monitor 
operation-number

IP SLA 自動イーサネット動作の設定を開始し、IP SLA 
イーサネット モニタ コンフィギュレーション モードを開

始します。

ステップ 3 Switch(config-ip-sla-ethernet-monitor)# type 
echo domain domain-name vlan vlan-id 
[exclude-mpids mp-ids]

or

type jitter domain domain-name vlan vlan-id 
[exclude-mpids mp-ids] [interval 
interpacket-interval] [num-frames number-of 
frames transmitted]

エコー（ping）動作またはジッタ動作が作成されるように

自動イーサネット動作を設定し、IP SLA イーサネット エ
コー コンフィギュレーション モードを開始します。

• ping 動作には type echo を、ジッタ動作には type 
jitter を入力します。

• mpid identifier には、MEP の ID を入力します。指定

できる範囲は 1 ～ 8191 です

• domain domain-name には、CFM ドメイン名を入力

します。

• vlan vlan-id に指定できる範囲は 1 ～ 4095 です。

• （任意）指定された MEP ID を除外するには、

exclude-mpids mp-ids を入力します。

• （任意、ジッタの場合だけ）interval には、ジッタ パ
ケットの送信間隔を入力します。

• （任意、ジッタの場合だけ）num-frames には、送信

するフレーム数を入力します。

ステップ 4 Switch(config-ip-sla-ethernet-echo)# cos 
cos-value

（任意）この動作の CoS 値を設定します。



63-23
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-25340-01-J

第 63 章      イーサネット OAM と CFM の設定

イーサネット CFM の設定

IP SLA 動作を削除するには、no ip sla operation-number グローバル コンフィギュレーション コマン

ドを入力します。

次に、エンドポイント ディスカバリを伴う IP SLA 動作を設定する例を示します。

ステップ 5 Switch(config-ip-sla-ethernet-echo)# owner 
owner-id

（任意）IP SLA 動作の SNMP オーナーを設定します。

ステップ 6 Switch(config-ip-sla-ethernet-echo)# 
request-data-size bytes 

（任意）IP SLA 要求パケットのプロトコル データのサイ

ズを指定します。指定できる範囲は 0 ～ 使用するプロト

コルが許可した 大サイズです。デフォルトは 66 バイト

です。

ステップ 7 Switch(config-ip-sla-ethernet-echo)# tag text （任意）IP SLA 動作のユーザ指定 ID を作成します。

ステップ 8 Switch(config-ip-sla-ethernet-echo)# threshold 
milliseconds 

（任意）ネットワーク モニタリング統計情報の算出に使用

するしきい値の上限値をミリ秒で指定します。指定できる

範囲は 0 ～ 2147483647 です。デフォルトは 5000 です。

ステップ 9 Switch(config-ip-sla-ethernet-echo)# timeout 
milliseconds 

（任意）IP SLA 動作の要求パケットに対する応答を待つ時

間をミリ秒で指定します。指定できる範囲は 0 ～ 
604800000 です。デフォルト値は 5000 です。

ステップ 10 Switch(config-ip-sla-ethernet-echo)# exit グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 11 Switch(config)# ip sla schedule 
operation-number [ageout seconds] [life 
{forever | seconds}] [recurring] [start-time 
{hh:mm {:ss} [month day | day month] | pending 
| now | after hh:mm:ss}]

IP SLA 動作のスケジューリングに関する時間パラメータ

を設定します。

• operation-number：IP SLA 動作番号を入力します。

• （任意）ageout seconds：情報を収集していないとき、

メモリの動作を保存する秒数を指定します。指定でき

る範囲は 0 ～ 2073600 秒です。デフォルトは 0 秒で

す。

• （任意）life：動作の実行を無制限（forever）に指定

するか、秒数を指定します。範囲は 0 ～ 2147483647 
です。デフォルトは 3600 秒（1 時間）です。

• （任意）recurring：毎日自動的にスケジュールされる

ようにプローブを設定します。

• （任意）start-time：情報の収集を開始する時刻を入力

します。

– 特定の時刻に開始する場合は、時、分、秒（24 
時間表記）、月日を入力します。

– pending と入力すれば、開始時刻を指定するまで

は情報を収集しません。

– now と入力すれば、ただちに動作を開始します。

– after hh:mm:ss と入力すれば、指定した時刻の経

過後に動作を開始します。

ステップ 12 Switch(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 13 Switch# show ip sla ehternet-monitor 
configuration [operation-number]

設定された IP SLA 自動イーサネット モニタ動作を表示し

ます。

ステップ 14 Switch# copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存し

ます。

コマンド 目的
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Switch(config)# ip sla ethernet-monitor 10
Switch(config-ip-sla-ethernet-monitor)# type echo domain abc vlan 34
Switch(config-ip-sla-ethernet-params)# exit
Switch(config)# ip sla ethernet-monitor schedule 10 schedule-period 60 start-time now
Switch(config)# exit

Switch# show ip sla ethernet-monitor configuration 10
Entry Number : 10
Modification time   : *10:12:01.725 UTC Mon Nov 29 2010
Operation Type      : echo
Domain Name         : abc
VLAN ID             : 5
Excluded MPIDs      :
Owner               :
Tag                 :
Timeout(ms)         : 5000
Threshold(ms)       : 5000
Frequency(sec)      : 60
Operations List     : Empty
Schedule Period(sec): 60
Request size        : 0
CoS                 : 0
Start Time          : Start Time already passed
SNMP RowStatus      : Active

Switch#

C-VLAN（内側 VLAN）上での CFM の設定

カスタマーが、C-VLAN に可視性を提供するために、QinQ ポート上の C-VLAN（内側 VLAN）コン

ポーネントで Maintenance Intermediate Point（MIP）と Up Maintenance Endpoint（MEP）をプロビ

ジョニングできるようにするために、IEEE 802.1ag CFM がサポートを提供します。現在、C-VLAN 
は、802.1q トンネル ポートでサポートされています。これにより、QinQ がプロバイダー エッジ

（PE）デバイスでイネーブルになっている場合に、監視またはトラブルシューティングを実行できま

す。

この機能とサポートされるコマンドの詳細については、次の URL を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/cether/configuration/guide/ce_cfm-ieee_cvlan.html

スイッチでは、802.1 q トンネル ポート モードがサポートされます。

イーサネット CFM CVLAN Up MEP を設定するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# ethernet cfm domain 
domain-name level level-id

CFM ドメインを定義し、ドメイン レベルを設定して、ド

メインのイーサネット CFM コンフィギュレーション モー

ドを開始します。指定できるメンテナンス レベル番号の

範囲は 0 ～ 7 です。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/cether/configuration/guide/ce_cfm-ieee_cvlan.html
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イーサネット CFM の設定

ステップ 3 Switch(config-ecfm)# service {ma-name | 
ma-number | vpn-id} vlan svlan-id inner-vlan 
cvlan-id

ドメインに関連付けるカスタマー サービス MA 名または

番号、あるいは VPN ID を定義し、CVLAN サービスを定

義して、イーサネット CFM サービス コンフィギュレー

ション モードを開始します。

• ma-name：MAID を識別する 100 文字以内のストリ

ングを指定します。

• ma-number：0 ～ 65535 の値を指定します。

• vpn-id vpn：ma-name の代わりに VPN ID を入力しま

す。

• vlan svlan-id：1 ～ 4094 の範囲の VLAN ID を指定し

ます。これは、CFM フレームが発信する VLAN
（サービスプロバイダー VLAN ID）を識別します。

• inner-vlan cvlan-id：1 ～ 4094 の範囲の VLAN ID を
指定します。これは、CFM によって監視されている

内部 VLAN（カスタマー VLAN）を指定します。

ステップ 4 Switch(config-ecfm-arv)# continuity-check CCM の送受信をイネーブルにします。

ステップ 5 Switch(config-ecfm-arv)# continuity-check 
interval value

（任意）CCM の送信間隔を設定します。指定可能な値は、

1 秒、10 秒、1 分、および 10 分です。デフォルトは 10 秒
です。

（注） CCM の間隔を短くすると CPU 使用率が高くなる

ため、数多くの MEP を 1 秒間隔に設定しないでく

ださい。

ステップ 6 Switch(config-ecfm-arv)# continuity-check 
loss-threshold threshold-value

（任意）何回 CCM が受信できないと MEP がダウンした状

態と判断されるかを設定します。指定できる範囲は 2 ～ 
255 です。デフォルト値は 3 です。

ステップ 7 Switch(config-ecfm-arv)# exit イーサネット CFM コンフィギュレーション モードに戻り

ます。

ステップ 8 Switch(config-ecfm)# exit グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 9 Switch(config)# interface interface-id CVLAN MEP インターフェイスを指定して、インター

フェイス コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 10 Switch(config-if)# ethernet cfm mep domain 
domain-name mpid identifier service {ma-name | 
ma-number | vpn-id}]

ドメインの CVLAN Up MEP として、インターフェイス

を設定します。

• domain domain-name：作成したドメインの名前を指

定します。

• mpid identifier：MEP ID を入力します。ID は VLAN 
ごとに一意でなければいけません（サービス インス

タンス）。指定できる範囲は 1 ～ 8191 です。

• service {ma-name | ma-number | vpn-id}：上記のス

テップ 3 で CVLAN サービスを設定するために使用し

たものと同じサービス ID を使用します。

ステップ 11 Switch(config-if)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 12 Switch# show ethernet cfm maintenance-points 
local

設定を確認します。

ステップ 13 Switch# copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存し

ます。

コマンド 目的
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イーサネット CFM の設定

設定を削除する場合、またはデフォルト設定に戻す場合は、各コマンドの no 形式を使用します。

これは、CVLAN Up MEP の設定例です。

Switch(config)# ethernet cfm domain abc level 3
Switch(config-ecfm)# service CVLANMEP vlan 10 inner-vlan 20
Switch(config-ecfm-srv)# continuity-check
Switch(config-ecfm-srv)# exit
Switch(config-ecfm)# exit
Switch(config)# interface gigabitethernet1/1
Switch(config-if)# ethernet cfm mep domain abc mpid 1020 service CVLANMEP
Switch(config-if)# end

同様に、CVLAN の MIP の手動設定は、ethernet cfm mip level level-id vlan svlan-id inner-vlan 
cvlan-id コマンドを使用して行います。

機能のサポートおよび動作

CFM S-VLAN コンポーネントのサポート：

• 任意のレベル（0 ～ 7）のアップ MEP。

アップ MEP はポート アクセス VLAN ID（外側タグまたは S-VLAN）を使用します。

アップ MEP によって送受信される CFM フレームには一重 VLAN タグがあり、VLAN ID はポー

ト アクセス VLAN ID（S-VLAN）です。802.1q トンネル インターフェイスは S-VLAN のエンド

ポイントにマークを設定するため、関連付けられた S-VLAN コンポーネントは S-VLAN スペース

上で稼働している CFM ドメインのエンドポイントにマークを設定する必要があります。

CFM C-VLAN コンポーネントのサポート： 

• 任意のレベル（0 ～ 7）のアップ MEP 機能。

アップ MEP は、ポート アクセス VLAN（S-VLAN）である VLAN ID を含む外側タグと、802.1q 
トンネル ポートの通過を許可する対象として選択された C-VLAN を含む内側タグの 2 つのタグを

使用します。これらのアップ MEP によって送受信される CFM フレームは常に二重にタグ付けさ

れます。

• 任意のレベル（0 ～ 7）の MIP 機能。

MIP は、回線側から着信したときには一重タグ付きになり、リレー機能側から着信したときには

二重タグ付きになる CFM フレームを処理します。

• 透過ポイント機能。

802.1q トンネルでサポートされるメンテナンス ポイント：

• 選択的バンドリングまたは all-to-one バンドリングのための、C-VLAN コンポーネント上でのアッ

プ MEP

• S-VLAN 上でのアップ MEP

• ポート MEP

• 選択的バンドリングまたは all-to-one バンドリングのための、C-VLAN コンポーネント上での 
MIP サポート

（注） スイッチでは、MIP の手動設定のみがサポートされます。C-VLAN 上での MIP 自動作成はサポートさ

れません。
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CFM ITU-T Y.1731 障害管理の概要

プラットフォームの制約および制限

• 各 Continuity Check Message（CCM; 連続性チェック メッセージ）間隔でスイッチごとにサポー

トされる MEP の 大数：

– 10 秒間隔では、ローカルで 1600 MEP、リモートで 1600 MEP（C-VLAN および S-VLAN 
上）

– 1 秒間隔では、ローカルで 250 MEP、リモートで 250 MEP（C-VLAN および S-VLAN 上）

• 各 CCM 間隔でサポートされる MIP の 大数：

– 10 秒で 300 MIP

– 1 秒で 125 MIP

• Catalyst 4500 シリーズ スイッチでは、クロスコネクト エラーの検出に問題が生じる可能性があり

ます。

• 次の機能はサポートされていません。

– ネイティブ VLAN 上での CFM C コンポーネント

– S または C-VLAN（プロバイダー ネットワーク ポート）上でのダウン MEP

– S-VLAN（プロバイダー ネットワーク ポート）上での MIP

– CFM C-VLAN Alarm Indication Signal（AIS; アラーム表示信号） 

– 802.3ah と CFM C-VLAN の相互運用

– CFM C-VLAN IP SLA

– CFM C-VLAN MIP 自動作成

– トランク ポートで 1 対 1 の VLAN マッピングが行われた CFM C-VLAN。

CFM ITU-T Y.1731 障害管理の概要
ITU-T Y.1731 の機能によって、大規模ネットワークにおけるサービスプロバイダーの障害管理および

パフォーマンス管理のための新機能が提供されます。スイッチでは、障害の検出、検証、切り分けに使

用できる、Ethernet Alarm Indication Signal（ETH-AIS; イーサネット アラーム表示信号）、Ethernet 
Remote Defect Indication（ETH-RDI; イーサネット リモート障害表示）、Ethernet Locked Signal

（ETH-LCK; イーサネット ロック信号）、および Ethernet Multicast Loopback Message
（MCAST-LBM; イーサネット マルチキャスト ループバック メッセージ）機能がサポートされていま

す。

• 「Y.1731 の用語」（P.63-27）

• 「アラーム表示信号」（P.63-28）

• 「イーサネット リモート障害表示」（P.63-29）

• 「マルチキャスト イーサネット ループバック」（P.63-29）

Y.1731 の用語

• サーバ MEP：サーバ レイヤ終端機能、およびサーバやイーサネットのアダプテーション レイヤ終

端機能またはサーバやイーサネットのアダプテーション機能の組み合わせです。サーバ レイヤ終

端機能では、サーバ レイヤ固有の OAM メカニズムが実行されます。リンク アップ、リンク ダウ

ン、および 802.3ah のメカニズムがサポートされています。
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CFM ITU-T Y.1731 障害管理の概要

• サーバ レイヤ：障害状態を検出可能な、仮想 MEP レイヤです。

• 障害状態には、次のものがあります。

– Loss Of Continuity（LOC; 連続性の喪失）：MEP が、ピア MEP から CCM フレームを受信し

なくなった状態です。

– 不適切なマージ：MEP が、メンテナンス レベルは正しい（MEP レベルに一致する）が、誤っ

たメンテナンス ID を持つ CCM フレームを受信した状態です。

– 予期しない MEP：MEP が、メンテナンス レベルが正しく（MEP のレベルに一致）、メンテナ

ンス ID も正しいが、予期しない MEP ID を持つ CCM フレームを受信した状態です。

– 予期しないメンテナンス レベル：MEP が、誤ったメンテナンス レベルの CCM フレームを受

信した状態です。

– 予期しない間隔：MEP が、メンテナンス レベル、メンテナンス ID、および MEP ID は正しい

が、異なる送信間隔フィールドを持つ CCM フレームを受信した状態です。

• 信号障害：MEP は、障害状態を検出すると、信号障害状態を宣言します。

• Alarm Indication Signal（AIS; アラーム表示信号）状態：MEP が AIS フレームを受信した状態で

す。

• Remote Defect Indication（RDI; リモート障害表示）：MEP が、RDI フィールドが設定された 
CCM フレームを受信した状態です。

アラーム表示信号

イーサネット アラーム信号機能（ETH-AIS）は、障害状態の検出が可能な仮想 MEP レイヤである

サーバ（サブ）レイヤにおいて障害が検出されたあと、アラームを抑制するために使用します。障害状

態には、信号障害状態、AIS 状態、または LCK 状態があります。

（注） STP を実行するネットワークで AIS を設定することは可能ですが、このような設定は行わないでくだ

さい。STP 設定によって、AIS が中断されたり、リダイレクトされることがあります。

MEP またはサービス MEP（SMEP）によって特定の MA レベルで接続障害が検出されると、障害が検

出されたレベルからクライアント MA のレベルに向けて、AIS フレームがマルチキャストされます。

AIS フレームが送信される頻度は、AIS 送信間隔に基づきます。 初の AIS フレームは、常に障害状

態が検出された直後に送信されます。VLAN の数が少ないネットワークでは、送信間隔を 1 秒に設定

して、 初の AIS フレームがエラー検出直後に送信されるようにすることを推奨します。複数の 
VLAN（ 大 4094）を持つネットワークでは、送信間隔を 1 秒に設定するとネットワークに負荷を与

えることになるため、送信間隔を 60 秒に設定することを推奨します。

MEP は、ETH-AIS 情報の含まれたフレームを受信しても、障害状態にあるサーバ、またはアラームを

抑制する必要がある一連のピア MEP を特定できません。そのため、接続されているかどうかにかかわ

らず、すべてのピア MEP のアラームが抑制されます。

MEP が AIS フレームを受信すると、Maintenance Entity Group（MEG; メンテナンス エンティティ グ
ループ）レベルが自身の MEG と一致するかが調べられて、AIS の障害状態が検出されます （MEG と
は、802.1ag における MA を指す Y.1731 の用語です）。検出後、AIS 送信間隔の 3.5 倍に相当する時間

内に AIS フレームが受信されない場合、MEP によって AIS 障害状態がクリアされます。たとえば、

AIS タイマーが 60 秒に設定されている場合、AIS タイムアウト時間は、60 秒の 3.5 倍である 210 秒と

なります。

AIS 状態は、すべてのエラー状態がクリアされた有効な CCM を受信した場合、または AIS の間隔用タ

イマー（デフォルト時間は 60 秒）が切れた場合に終了します。
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Y.1731 障害管理の設定

イーサネット リモート障害表示

Ethernet OAM Continuity Check（ETH-CC; イーサネット OAM 連続性チェック）送信がイネーブルで

ある場合、イーサネット リモート障害表示（ETH-RDI）機能では、CFM CC メッセージ内のビットを

使用して、MEP ピアへの障害状態の通知を行います。ETH-RDI 機能では、MEP MEG レベル、

ETH-CC 送信間隔、および ETH-CC フレーム プライオリティを設定する必要があります。ETH-RDI 
では、MIP の設定は必要ありません。

MEP は、ETH-RDI 情報の含まれたフレームを受信すると、ピア MEP が障害状態になったと判断し、

障害状態が継続している間 CCM フレームの RDI フィールドを設定します。障害状態が解消されると、

MEP は RDI フィールドをクリアします。

MEP が CCM フレームを受信すると、MEG レベルが同じであるかどうかが調べられて、RDI フィール

ドが設定されている場合には RDI 状態であると判断されます。ポイントツーポイント イーサネット接

続では、MEP は、RDI フィールドがクリアされたフレームをピア MEP から 初に受信したときに、

RDI 状態をクリアできます。ただし、マルチポイント イーサネット接続では、関連するピア MEP のサ

ブセットのうち、障害状態となっている送信元 MEP を特定できません。そのため、RDI フィールドが

クリアされた CCM フレームをすべてのピア MEP から受信したあとでだけ RDI 状態をクリアできま

す。

マルチキャスト イーサネット ループバック

マルチキャスト Ethernet Loopback（ETH-LB; イーサネット ループバック）機能は、MEP とピア 
MEP との間の双方向の接続が検証される、オンデマンドの OAM 機能です。ping 特権 EXEC コマンド

を入力することによって MEP でこの機能を起動すると、ETH-LB 要求情報が含まれたマルチキャスト 
フレームが、MEP から同じ MEG 内のピア MEP に送信されます。MEP は、ETH-LB 応答情報が含ま

れたユニキャスト フレームが指定された期間内にピア MEP から送信されるのを待機します。ETH-LB 
要求情報が含まれたマルチキャスト フレームを受信した MEP は、フレームを検証して、応答情報が含

まれたフレームを送信します。

マルチキャスト ETH-LB を設定するには、MEP の MEG レベル、および ETH-LB 要求が含まれたマル

チキャスト フレームのプライオリティを設定します。ETH-LB 要求情報が含まれたマルチキャスト フ
レームには、常に、廃棄不可というマークが設定されます。MIP 設定は必要ありません。

MEP では、オンデマンドでマルチキャスト LB メッセージ フレームが送信されます。マルチキャスト 
LBM フレームの送信後、MEP では、5 秒以内に LB 応答フレームを受信する必要があります。

有効な LBM フレームを受信すると、MEP は LB 応答フレームを生成して、1 秒以内のランダムな遅延

時間のあと、要求元 MEP に応答フレームを送信します。フレームの有効性は、MEG レベルが適切で

あるかどうかによって判断されます。

MEP がマルチキャスト LBM フレームを送信したあと 5 秒以内に LB 応答フレームを受信すると、LB 
応答フレームは有効であると見なされます。

Y.1731 障害管理の設定
Y.1731 障害管理を設定するには、CFM をイネーブルにして、関連するインターフェイスに MIP を設

定する必要があります。AIS メッセージは、MIP が設定されたインターフェイスでだけ生成されます。

• 「デフォルトの Y.1731 設定」（P.63-30）

• 「ETH-AIS の設定」（P.63-30）

• 「マルチキャスト イーサネット ループバックの使用」（P.63-32）
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Y.1731 障害管理の設定

デフォルトの Y.1731 設定

CFM がイネーブルの場合は、デフォルトで ETH-AIS および ETH-LCK がイネーブルになっています。

ETH-AIS または ETH-LCK を設定する場合は、ETH-AIS または ETH-LCK を動作させる前に CFM を
設定する必要があります。

CCM がイネーブルの場合は、ETH-RDI が自動的に設定されます。

ETH-AIS の設定

スイッチ上でイーサネット AIS を設定するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

コマンド 目的

ステップ 1 configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 ethernet cfm ais link-status global config-ais-link-cfm モードを開始して、AIS 固有の SMEP 
コマンドを設定します。

ステップ 3 level level-id

or

disable

SMEP によって送信される AIS フレーム送信用のメンテ

ナンス レベルを設定します。指定できる範囲は 0 ～ 7 で
す。

または

ETH-AIS フレームの生成をディセーブルにします。

ステップ 4 period value SMEP AIS 送信間隔を設定します。1 ～ 60 秒を指定でき

ます。

ステップ 5 exit グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 6 ethernet cfm domain domain-name level level-id CFM ドメインを定義し、ドメイン レベルを設定して、ド

メインのイーサネット CFM コンフィギュレーション モー

ドを開始します。指定できるメンテナンス レベル番号の

範囲は 0 ～ 7 です。

ステップ 7 service {ma-name | ma-number | vpn-id vpn} 
{vlan vlan-id [direction down] | port}

ドメインに関連付けるカスタマー サービス MA 名または

番号や、VLAN ID または VPN-ID を定義して、イーサ

ネット CFM サービス コンフィギュレーション モードを

開始します。

• ma-name：MAID を識別する 100 文字以内のストリ

ングを指定します。

• ma-number：0 ～ 65535 の値を指定します。

• vpn-id：ma-name の代わりに VPN ID を入力します。

• vlan vlan-id：1 ～ 4094 の範囲の VLAN ID を指定し

ます。同じレベルで複数のドメインに同じ VLAN ID 
を使用することはできません。

• （任意）direction down：サービス方向をダウンと指

定します。

• port：タグなしで VLAN と関連付けられていないダ

ウン MEP であるポート MEP を設定します。
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Y.1731 障害管理の設定

デフォルト設定に戻す場合、または設定を削除する場合は、上記コマンドの no 形式を使用します。

ETH-AIS フレームの生成をディセーブルにするには、config-ais-link-cfm モードで disable コマンド

を入力します。

次に、イーサネット AIS がイネーブルの場合の show ethernet cfm smep コマンドの出力例を示しま

す。

Switch# show ethernet cfm smep
SMEP Settings:
--------------
Interface: GigabitEthernet1/0/3
LCK-Status: Enabled
LCK Period: 60000 (ms)
Level to transmit LCK: Default
AIS-Status: Enabled
AIS Period: 60000 (ms)
Level to transmit AIS: Default
Defect Condition: AIS

ステップ 8 ais level level-id （任意）MEP によって送信される AIS フレーム送信用の

メンテナンス レベルを設定します。指定できる範囲は 0 
～ 7 です。

ステップ 9 ais period value （任意）MEP AIS 送信間隔を設定します。1 ～ 60 秒を指

定できます。

ステップ 10 ais expiry-threshold value （任意）MA の期限切れしきい値を整数で設定します。指

定できる範囲は 2 ～ 255 です。デフォルト値は 3.5 です。

ステップ 11 no ais suppress-alarms （任意）AIS メッセージを受信して MEP が AIS 障害状態

になった場合に、冗長アラームの抑制をしないように設定

を変更します。

ステップ 12 exit イーサネット CFM コンフィギュレーション モードに戻り

ます。

ステップ 13 exit グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 14 interface interface-id インターフェイス ID を指定し、インターフェイス コン

フィギュレーション モードを開始します。

ステップ 15 [no] ethernet cfm ais link-status インターフェイス上の SMEP からの AIS フレームの送信

をイネーブルまたはディセーブルにします。

ステップ 16 ethernet cfm ais link-status period value インターフェイス上の SMEP で生成される ETH-AIS 送信

間隔を設定します。1 ～ 60 秒を指定できます。

ステップ 17 ethernet cfm ais link-status level level-id インターフェイス上の SMEP によって送信される AIS フ
レーム送信用のメンテナンス レベルを設定します。指定

できる範囲は 0 ～ 7 です。

ステップ 18 end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 19 show ethernet cfm smep [interface interface-id] 設定を確認します。

ステップ 20 show ethernet cfm error 受信した ETH-AIS フレームおよびその他のエラーを表示

します。

ステップ 21 copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存し

ます。

コマンド 目的
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イーサネット CFM 情報の管理および表示

マルチキャスト イーサネット ループバックの使用

次の例のように、ping 特権 EXEC コマンドを使用して、MEP の双方向の接続を検証できます。

Switch# ping ethernet multicast domain CD vlan 10
Type escape sequence to abort.
Sending 5 Ethernet CFM loopback messages to 0180.c200.0037, timeout is 5 seconds:
Reply to Multicast request via interface FastEthernet1/0/3, from 001a.a17e.f880, 8 ms
Total Loopback Responses received: 1

イーサネット CFM 情報の管理および表示
次の表の特権 EXEC コマンドを使用すると、イーサネット CFM 情報をクリアできます。

表 63-2 の特権 EXEC コマンドを使用すると、イーサネット CFM 情報を表示できます。

次に、show ethernet cfm domain brief コマンドの出力例を示します。

Switch# show ethernet cfm domain brief
Domain Name                              Index Level Services Archive(min)
level5                                       1     5        1     100
level3                                       2     3        1     100
test                                         3     3        3     100

表 63-1 CFM 情報のクリア

コマンド 目的

clear ethernet cfm ais domain domain-name 
mpid id {vlan vlan-id | port}

ドメインおよび VLAN ID が一致する MEP の AIS 障害状態をクリアしま

す。

clear ethernet cfm ais link-status 
interface interface-id 

SMEP の AIS 障害状態をクリアします。

clear ethernet cfm error AIS を含むすべての CFM エラー状態をクリアします。

表 63-2 CFM 情報の表示

コマンド 目的

show ethernet cfm domain [brief] CFM ドメイン情報または簡略ドメイン情報を表示します。

show ethernet cfm errors [configuration | 
domain-id] 

後に実行されたデバイスのリセットまたはログのクリア以降に、デバ

イスのログに出力された CFM CC エラー状態を表示します。CFM クロス

チェックがイネーブルである場合、CFM クロスチェック動作の結果を表

示します。

show ethernet cfm maintenance-points local 
[detail | domain | interface | level | mep 
| mip] 

デバイスで設定されたメンテナンス ポイントを表示します。

show ethernet cfm maintenance-points 
remote [crosscheck | detail | domain | 
static]

CFM データベース内の、リモート メンテナンス ポイントのドメイン、レ

ベル、または詳細に関する表示情報を表示します。

show ethernet cfm mpdb MIP CC データベース内のエントリについての情報を表示します。

show ethernet cfm smep [interface 
interface-id]

イーサネット CFM SMEP 情報を表示します。

show ethernet cfm traceroute-cache traceroute キャッシュの内容を表示します。
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name                                         4     3        1     100
test1                                        5     2        1     100
lck                                          6     1        1     100Total Services : 1

次に、show ethernet cfm errors コマンドの出力例を示します。

Switch# show ethernet cfm errors
--------------------------------------------------------------------------------
MPID Domain Id                                   Mac Address     Type   Id  Lvl
     MAName                                      Reason                 Age
--------------------------------------------------------------------------------
6307 level3                                      0021.d7ee.fe80  Vlan   7    3
     vlan7                                       Receive RDI            5s

次に、show ethernet cfm maintenance-points local detail コマンドの出力例を示します。

Switch# show ethernet cfm maintenance-points local detail
Local MEPs:
----------
MPID: 7307
DomainName: level3
Level: 3
Direction: Up
Vlan: 7
Interface: Gi0/3
CC-Status: Enabled
CC Loss Threshold: 3
MAC: 0021.d7ef.0700
LCK-Status: Enabled
LCK Period: 60000(ms)
LCK Expiry Threshold: 3.5
Level to transmit LCK: Default
Defect Condition: No Defect
presentRDI: FALSE
AIS-Status: Enabled
AIS Period: 60000(ms)
AIS Expiry Threshold: 3.5
Level to transmit AIS: Default
Suppress Alarm configuration: Enabled
Suppressing Alarms: No

MIP Settings:
-------------
Local MIPs:
* = MIP Manually Configured
------------------------------------------------------------------------------
 Level Port           MacAddress     SrvcInst   Type    Id
------------------------------------------------------------------------------
*5     Gi0/3          0021.d7ef.0700 N/A        Vlan    2,7

次に、show ethernet cfm traceroute コマンドの出力例を示します。

Switch# show ethernet cfm traceroute
Current Cache-size: 0 Hops
Max Cache-size: 100 Hops
Hold-time: 100 Minutes

表 63-3 に記載された特権 EXEC コマンドを使用すると、IP SLA イーサネット CFM 情報を表示できま

す。
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イーサネット OAM プロトコルについて

イーサネット OAM プロトコルについて
イーサネット OAM プロトコルはメトロ イーサネット ネットワークおよびイーサネット WAN の設置、

監視、およびトラブルシューティングを行うためのもので、OSI モデルにおけるデータリンク層内のオ

プション サブレイヤを使用します。通常のリンク動作には、イーサネット OAM は必要ありません。

イーサネット OAM は、ネットワークまたはネットワークの一部（特定のインターフェイス）の全二重

ポイントツーポイント イーサネット リンクまたは疑似ポイントツーポイント イーサネット リンク上に

実装できます。

OAM フレーム（別名 OAM Protocol Data Unit（OAM PDU; OAM プロトコル データ ユニット））は、

低速プロトコル宛先 MAC アドレス（0180.c200.0002）を使用します。OAM フレームは MAC サブレ

イヤで代行受信され、イーサネット ネットワーク内で複数のホップに伝播されません。イーサネット 
OAM は比較的低速なプロトコル（ 大転送速度は 10 フレーム /秒）なので、通常動作への影響はわず

かです。ただし、リンク モニタリングをイネーブルにした場合は、CPU がエラー カウンタを頻繁に

ポーリングする必要があるため、ポーリングの対象になるインターフェイスの数が増えるに従って 
CPU の負荷も増えます。

イーサネット OAM は、主に次の 2 つの要素で構成されます。

• OAM クライアント：リンク上のイーサネット OAM の確立と管理、および OAM サブレイヤのイ

ネーブル化と設定を行います。OAM クライアントは、OAM ディスカバリ フェーズ中にリモート

のピアから受信する OAM PDU を監視し、OAM 機能をイネーブルにします。ディスカバリ 
フェーズが終わると、OAM クライアントは OAM PDU に対する応答規則および OAM リモート 
ループバック モードを管理します。

• OAM サブレイヤ：上位 MAC サブレイヤと下位 MAC サブレイヤに対し、2 つの標準 IEEE 802.3 
MAC サービス インターフェイスを提供します。OAM サブレイヤは OAM クライアントの専用イ

ンターフェイスとして機能し、OAM 制御情報と PDU を OAM クライアントとの間で送受信しま

す。OAM サブレイヤには次のコンポーネントが含まれます。

– 制御ブロックは、OAM クライアントとその他の OAM サブレイヤ内部ブロックとの間のイン

ターフェイスを提供します。

– マルチプレクサは、MAC クライアントからのフレーム、制御ブロック、およびパーサーを管

理し、制御ブロックからの OAM PDU とパーサーからのループバック フレームを下位レイヤ

に渡します。

– パーサーは、フレームを OAM PDU、MAC クライアント フレーム、またはループバック フ
レームに分類したあと、適切なエンティティに送信します。具体的には、OAM PDU を制御ブ

ロックに送信し、MAC クライアント フレームを上位サブレイヤに、ループバック フレームを

マルチプレクサに送信します。

表 63-3 IP SLA CFM 情報の表示

コマンド 目的

show ip sla configuration [entry-number] すべての IP SLA 動作または特定の IP SLA 動作に関する、デフォルト値

をすべて含めた設定値を表示します。

show ip sla ethernet-monitor configuration 
[entry-number] 

IP SLA 自動イーサネット動作の設定を表示します。

show ip sla statistics [entry-number | 
aggregated | details] 

動作ステータスおよび統計情報の現在値または合計値を表示します。
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OAM 機能

次の OAM 機能は、IEEE 802.3ah で定義されています。

• ディスカバリ機能では、ネットワーク内のデバイスとその OAM 機能を識別します。定期的に 
OAM PDU を使用して、OAM モード、OAM 設定、OAM 機能、PDU 構成、およびプラット

フォーム アイデンティティを通知します。オプション フェーズを使用すれば、ローカル ステー

ションでピア OAM エンティティの設定を許可または拒否できます。

• リンク モニタリングでは、さまざまな状況下のリンク障害を検出し表示します。リンクの問題が

検出された場合には、イベント通知 OAM PDU を使用してリモートの OAM デバイスに通知しま

す。エラー イベントには、シンボル エラー数、フレーム エラー数、指定フレーム数内のフレーム 
エラー数、または指定時間内のエラー秒数がそれぞれの設定しきい値を超過した場合が含まれま

す。

• リモート障害表示機能では、ピアに対し OAM エンティティの品質が徐々に劣化していることを各

種条件で通知します。Link Fault は信号の損失、Dying Gasp は回復不能な状況、Critical Event は
指定されていないベンダー固有のクリティカル イベントを示します。スイッチは、Link Fault と 
Critical Event OAM PDU を受信して処理できますが、生成することはできません。スイッチが生

成できるのは、Dying Gasp OAM PDU です。この PDU は、イーサネット OAM がディセーブル

になったとき、インターフェイスがシャットダウンしたとき、インターフェイスが errdisable ス
テートになったとき、またはスイッチがリロードしたときに生成されます。電力の損失に基づき 
Dying Gasp PDU に応答はできますが、生成はできません。

• リモート ループバック モードは、設置時またはトラブルシューティング時にリモート ピアとのリ

ンク品質を確認するために使用します。このモードでは、スイッチが OAM PDU またはポーズ フ
レームでないフレームを受信すると、そのフレームを同じポート上で送り返します。ユーザからは

リンクが機能している状態に見えます。戻されたループバック確認応答を利用して遅延、ジッタ、

およびスループットのテストができます。

OAM メッセージ

イーサネット OAM メッセージまたは PDU は、標準長のタグなしイーサネット フレーム（64 ～ 1518 
バイト）です。これらは複数のホップには伝播されず、 大伝送速度は 10 OAM PDU/秒です。メッ

セージ タイプには、インフォメーション（information）、イベント通知（event notification）、ループ

バック制御（loopback control）、およびベンダー固有 OAM PDU（vendor-specific OAM PDU）があ

ります。

イーサネット OAM のイネーブル化および設定
ここでは、次の情報について説明します。

• 「イーサネット OAM のデフォルト設定」（P.63-36）

• 「イーサネット OAM の設定時の注意事項」（P.63-36）

• 「インターフェイスでのイーサネット OAM のイネーブル化」（P.63-36）

• 「イーサネット OAM リモート ループバックのイネーブル化」（P.63-38）

• 「イーサネット OAM リンク モニタリングの設定」（P.63-40）

• 「イーサネット OAM リモート障害表示の設定」（P.63-44）

• 「イーサネット OAM テンプレートの設定」（P.63-46）
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イーサネット OAM のデフォルト設定

デフォルト設定は次のとおりです。

• イーサネット OAM はすべてのインターフェイスでディセーブルです。

• イーサネット OAM がインターフェイス上でイネーブルになっている場合は、リンク モニタリン

グが自動的にオンになります。

• リモート ループバックはディセーブルです。

• イーサネット OAM テンプレートは設定されていません。

イーサネット OAM の設定時の注意事項

イーサネット OAM の設定時は、次の注意事項に従ってください。

• スイッチでは、Cyclic Redundancy Code（CRC）エラーを伴って送信された出力フレームのモニ

タはサポートされません。ethernet oam link-monitor transmit crc インターフェイス コンフィ

ギュレーション コマンドまたはテンプレート コンフィギュレーション コマンドは表示されます

が、スイッチではサポートされません。コマンドは受け付けられますが、インターフェイスには適

用されません。

• リモート障害表示では、スイッチは Link Fault と Critical Event OAM PDU を生成しません。ただ

し、スイッチがこれらの PDU をリンクの相手方から受信した場合は処理します。スイッチは 
Dying Gasp OAM PDU の生成と受信を行います。この PDU は、イーサネット OAM がディセー

ブルになったとき、インターフェイスがシャットダウンしたとき、インターフェイスが errdisable 
ステートになったとき、またはスイッチがリロードしたときに生成されます。電力の損失に基づき 
Dying Gasp PDU に応答はできますが、生成はできません。

• スイッチは、EtherChannel、ISL トランク、および無差別トランクに属するポートでのイーサネッ

ト OAM ループバックをサポートしません。

インターフェイスでのイーサネット OAM のイネーブル化

イーサネット OAM をインターフェイスでイネーブルにするには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# interface interface-id インターフェイスを EOM インターフェイスとして設定す

ることを定義し、インターフェイス コンフィギュレー

ション モードを開始します。

ステップ 3 Switch(config-if)# ethernet oam インターフェイス上でイーサネット OAM をイネーブルに

します。
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インターフェイス上のイーサネット OAM をディセーブルにするには、no ethernet oam インターフェ

イス コンフィギュレーション コマンドを入力します。

次に、スイッチで OAM の基本パラメータを設定する例を示します。

Switch(config)# int gi1/3
Switch(config-if)# ethernet oam
Switch(config-if)# ethernet oam max-rate 9
Switch(config-if)# ethernet oam mode passive
Switch(config-if)# end
Switch# show ethernet oam status int gi1/2
GigabitEthernet1/2

General
-------
  Admin state:           enabled
  Mode:                  passive
  PDU max rate:          9 packets per second
  PDU min rate:          1 packet per 1 second
  Link timeout:          5 seconds
  High threshold action: no action
  Link fault action:     no action
  Dying gasp action:     no action
  Critical event action: no action

Link Monitoring
---------------

ステップ 4 Switch(config-if)# ethernet oam [max-rate 
oampdus | min-rate seconds | mode {active | 
passive} | timeout seconds] 

次の OAM パラメータを任意で設定します。

• （任意）max-rate oampdus を入力して、送信される 
OAM PDU の 1 秒あたりの 大数を設定します。指定

できる範囲は 1 ～ 10 です。

• （任意）min-rate seconds を入力して、1 秒あたり 1 
つの OAM PDU が送信されるときの 小伝送速度を

秒単位で設定します。指定できる範囲は 1 ～ 10 です。

• （任意）mode active を入力して、OAM クライアント 
モードをアクティブにします。デフォルトは active 
です。

• （任意）mode passive を入力して、OAM クライアン

ト モードをパッシブにします。

（注） トラフィックが通過する 2 つのインターフェイス

上でイーサネット OAM モードをイネーブルにす

る場合は、少なくとも 1 つをアクティブ モードに

する必要があります。

• （任意）timeout seconds を入力して、OAM クライア

ントのタイムアウト時間を設定します。有効な範囲は 
2 ～ 30 です。

ステップ 5 Switch(config-if)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 Switch# show ethernet oam status [interface 
interface-id]

設定を確認します。

ステップ 7 Switch# copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存し

ます。

コマンド 目的
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  Status: supported (on)

  Symbol Period Error
    Window:              100 x 1048576 symbols
    Low threshold:       1 error symbol(s)
    High threshold:      none

Frame Error
    Window:              10 x 100 milliseconds
    Low threshold:       1 error frame(s)
    High threshold:      none

  Frame Period Error
    Window:              1000 x 10000 frames
    Low threshold:       1 error frame(s)
    High threshold:      none

  Frame Seconds Error
    Window:              100 x 100 milliseconds
    Low threshold:       1 error second(s)
    High threshold:      none

  Receive-Frame CRC Error
    Window:              10 x 100 milliseconds
    Low threshold:       10 error frame(s)
    High threshold:      none

  Transmit-Frame CRC Error: Not Supported

イーサネット OAM リモート ループバックのイネーブル化

ローカル OAM クライアントが OAM リモート ループバック動作を開始するには、インターフェイス

上でイーサネット OAM リモート ループバックをイネーブルにする必要があります。この設定が変更

されると、ローカル OAM クライアントは設定情報をリモート ピアと交換します。リモート ループ

バックはデフォルトでディセーブルです。

リモート ループバックには次の制限事項があります。

• ループバックされるのはデータ パケットだけです。

• ISL ポートまたは EtherChannel に属するポート上でイーサネット OAM リモート ループバックを

設定することはできません。

• リモート ループバックは 大 16 ポートでサポートされます。

インターフェイス上でイーサネット OAM リモート ループバックをイネーブルにするには、次の手順

を実行します。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# interface interface-id インターフェイスを EOM インターフェイスとして設定す

ることを定義し、インターフェイス コンフィギュレー

ション モードを開始します。
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リモート ループバック サポートをディセーブルにしたり、タイムアウト設定を削除するには、no 
ethernet oam remote-loopback {supported | timeout} インターフェイス コンフィギュレーション コ
マンドを使用します。

次に、OAM リモート ループバックをイネーブルにする例を示します。

Switch(config)# int gi1/3
Switch(config-if)# ethernet oam
Switch(config-if)# ethernet oam remote-loopback supported
Switch(config-if)# end
Switch# show running int gi1/1
Building configuration...

Current configuration : 209 bytes
!
interface GigabitEthernet1/1
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport trunk allowed vlan 1,19
 switchport mode trunk
 ethernet oam remote-loopback supported
 ethernet oam
end

Switch# ethernet oam remote-loopback start int gi1/1
it is a intrusive loopback.
Therefore, while you test Ethernet OAM MAC connectivity,
you will be unable to pass traffic across that link.
Proceed with Remote Loopback? [confirm]

Switch# ethernet oam remote-loopback stop int gi1/1
Switch#
*Apr  9 12:52:39.793: %ETHERNET_OAM-6-LOOPBACK: Interface Gi1/1 has exited the master 
loopback mode.

ステップ 3 Switch(config-if)# ethernet oam 
remote-loopback {supported | timeout seconds} 

インターフェイス上でイーサネット リモート ループバッ

クをイネーブルにしたり、ループバック タイムアウト時

間を設定したりします。

• supported を入力して、リモート ループバックをイ

ネーブルにします。

• timeout seconds を入力して、リモート ループバック 
タイムアウト時間を設定します。有効な範囲は 1 ～ 
10 秒です。

ステップ 4 Switch(config-if)# ethernet oam 
remote-loopback {start | stop} {interface 
interface-id} 

インターフェイス上でイーサネット OAM リモート ルー

プバックをオンまたはオフにします。

ステップ 5 Switch(config-if)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 Switch# show ethernet oam status [interface 
interface-id]

設定を確認します。

ステップ 7 Switch# copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存し

ます。

コマンド 目的
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イーサネット OAM リンク モニタリングの設定

リンク モニタ機能に高しきい値と低しきい値を設定できます。高しきい値を設定しない場合、デフォ

ルトでは none（高しきい値未設定）です。低しきい値を設定しない場合、デフォルトは高しきい値よ

り小さな値になります。

これらは標準的でないため、rxcrc と trxcrc エラーのリンク イベント PDU は生成されません。

インターフェイス上でイーサネット OAM リンク モニタリングを設定するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# interface interface-id インターフェイスを定義し、インターフェイス コンフィ

ギュレーション モードを開始します。

ステップ 3 Switch(config-if)# ethernet oam link-monitor 
supported

インターフェイスをイネーブルにしてリンク モニタリン

グをサポートします。これはデフォルトです。

これまでに no ethernet oam link-monitor supported コ
マンドを入力してリンク モニタをディセーブルにしてい

た場合にだけ、このコマンドを入力する必要があります。

ステップ 4 Switch(config-if)# ethernet oam link-monitor 
symbol-period {threshold {high {high symbols | 
none} | low {low-symbols}} | window symbols}

この手順を繰り返して、高しきい値と低しきい値の

両方を設定します。

（任意）エラー シンボル期間リンク イベントをトリガーす

る、エラー シンボル期間の高しきい値および低しきい値

を設定します。

• threshold high high-symbols を入力して、高しきい値

をシンボル数で設定します。指定できる範囲は 1 ～ 
65535 です。デフォルトは none です。

• threshold high none を入力して、高しきい値が設定

されていたらディセーブルにします。これはデフォル

トです。

• threshold low low-symbols を入力して、低しきい値

をシンボル数で設定します。指定できる範囲は 0 ～ 
65535 です。高しきい値よりも小さな値にする必要が

あります。

• window symbols を入力して、ポーリング期間のウィ

ンドウ サイズをシンボル数で設定します。指定でき

る範囲は 1 ～ 65535 シンボルです。
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ステップ 5 Switch(config-if)# ethernet oam link-monitor 
frame {threshold {high {high-frames | none} | 
low {low-frames}} | window milliseconds}

この手順を繰り返して、高しきい値と低しきい値の

両方を設定します。

（任意）エラー フレーム リンク イベントをトリガーする、

エラー フレームの高しきい値および低しきい値を設定し

ます。

• threshold high high-frames を入力して、高しきい値

をフレーム数で設定します。指定できる範囲は 1 ～ 
65535 です。デフォルトは none です。

• threshold high none を入力して、高しきい値が設定

されていたらディセーブルにします。これはデフォル

トです。

• threshold low low-frames を入力して、低しきい値を

フレーム数で設定します。指定できる範囲は 0 ～ 
65535 です。デフォルトは 1 です。

• window milliseconds を入力して、エラー フレームを

カウントするウィンドウ サイズを時間で設定します。

指定できる範囲は 10 ～ 600、ミリ秒単位で 100 の倍

数です。デフォルトは 100 です。

ステップ 6 Switch(config-if)# ethernet oam link-monitor 
frame-period {threshold {high {high-frames | 
none} | low {low-frames}} | window frames}

この手順を繰り返して、高しきい値と低しきい値の

両方を設定します。

（任意）エラー フレーム期間リンク イベントをトリガーす

る、エラー フレーム期間の高しきい値および低しきい値

を設定します。

• threshold high high-frames を入力して、高しきい値

をフレーム数で設定します。指定できる範囲は 1 ～ 
65535 です。デフォルトは none です。

• threshold high none を入力して、高しきい値が設定

されていたらディセーブルにします。これはデフォル

トです。

• threshold low low-frames を入力して、低しきい値を

フレーム数で設定します。指定できる範囲は 0 ～ 
65535 です。デフォルトは 1 です。

• window frames を入力して、ポーリングのウィンドウ 
サイズをフレーム数で設定します。指定できる範囲は 
1 ～ 65535 で、それぞれの値は 10000 フレームの倍数

です。デフォルト値は 1000 です。

コマンド 目的
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ethernet oam link-monitor transmit-crc {threshold {high {high-frames | none} | low {low-frames}} 
| window milliseconds} コマンドはスイッチに表示され、入力することができますが、サポートされて

いません 。このコマンドの no 形式を入力して設定をディセーブルにします。しきい値設定をディセー

ブルにするには、各コマンドの no 形式を使用します。

シンボル エラー カウンタは、次のラインカードおよびスーパーバイザ エンジン カードでサポートされ

ています。

ステップ 7 Switch(config-if)# ethernet oam link-monitor 
frame-seconds {threshold {high {high-frames | 
none} | low {low-frames}} | window 
milliseconds}

この手順を繰り返して、高しきい値と低しきい値の

両方を設定します。

（任意）エラー フレーム秒リンク イベントをトリガーす

る、フレーム秒エラーの高しきい値および低しきい値を設

定します。

• threshold high high-frames を入力して、エラー フ
レーム秒の高しきい値を秒数で設定します。指定でき

る範囲は 1 ～ 900 です。デフォルトは none です。

• threshold high none を入力して、高しきい値が設定

されていたらディセーブルにします。これはデフォル

トです。

• threshold low low-frames を入力して、低しきい値を

フレーム数で設定します。指定できる範囲は 1 ～ 900 
です。デフォルトは 1 です。

• window frames を入力して、ポーリングのウィンドウ 
サイズをミリ秒数で設定します。指定できる範囲は 
100 ～ 9000 で、それぞれの値は 100 ミリ秒の倍数で

す。デフォルト値は 1000 です。

ステップ 8 Switch(config-if)# ethernet oam link-monitor 
receive-crc {threshold {high {high-frames | 
none} | low {low-frames}} | window 
milliseconds}

この手順を繰り返して、高しきい値と低しきい値の

両方を設定します。

（任意）一定期間に CRC エラーを伴って受信した入力フ

レームをモニタリングするためのしきい値を設定します。

• threshold high high-frames を入力して、CRC エラー

を伴って受信したフレーム数の高しきい値を設定しま

す。指定できる範囲は 1 ～ 65535 フレームです。

• threshold high none を入力して、高しきい値をディ

セーブルにします。

• threshold low low-frames を入力して、低しきい値を

フレーム数で設定します。指定できる範囲は 0 ～ 
65535 です。デフォルトは 1 です。

• window milliseconds を入力して、CRC エラーを伴う

フレームをカウントするウィンドウ サイズを時間で

設定します。指定できる範囲は 10 ～ 1800、ミリ秒単

位で 100 の倍数です。デフォルトは 100 です。

ステップ 9 Switch(config-if)# [no] ethernet link-monitor 
on

（任意）インターフェイス上でのリンク モニタリング動作

を（no キーワードの入力時に）開始または停止します。

リンク モニタ動作は、サポートがイネーブルの場合は自

動的に開始されます。

ステップ 10 Switch(config-if)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 11 Switch# show ethernet oam status [interface 
interface-id]

設定を確認します。

ステップ 12 Switch# copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存し

ます。

コマンド 目的
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• スーパーバイザ エンジン カード：WS-X4515、WS-X4516、WS-X4013+、WS-X4013+TS、
WS-X4516-10GE、WS-X4013+10GE

• ラインカード：WS-X4148-RJ、WS-X4124-RJ、WS-X4232、WS-X4232-RJ-XX、

WS-X4148-RJ21、WS-X4504-FX-MT、WS-X4224-RJ21-XX、WS-X4124-FX-MT、
WS-X4232-L3

上記以外のカードではシンボル エラー カウンタをサポートしていません。

次に、イーサネット OAM リンク モニタリングを設定する例を示します。

Switch(config)# interface g1/1
Switch(config-if)# ethernet oam link-monitor receive-crc threshold high 1000
Switch(config-if)# ethernet oam link-monitor receive-crc threshold low 10
Switch(config-if)# ethernet oam link-monitor symbol-period threshold high 5000
Switch(config-if)# ethernet oam link-monitor symbol-period threshold low 5
Switch(config-if)# ethernet oam link-monitor frame threshold high 8000
Switch(config-if)# ethernet oam link-monitor frame threshold low 8
Switch(config-if)# ethernet oam link-monitor frame-period threshold hig 9000
Switch(config-if)# ethernet oam link-monitor frame-period threshold low 9

Switch# show ethernet oam status int gi1/1
GigabitEthernet1/1
General
-------
  Admin state:           enabled
  Mode:                  active
  PDU max rate:          10 packets per second
  PDU min rate:          1 packet per 1 second
  Link timeout:          5 seconds
  High threshold action: error disable interface
  Link fault action:     no action
  Dying gasp action:     no action
  Critical event action: no action

Link Monitoring
---------------
  Status: supported (on)

  Symbol Period Error
    Window:              100 x 1048576 symbols
    Low threshold:       5 error symbol(s)
    High threshold:      5000 error symbol(s)

  Frame Error
    Window:              10 x 100 milliseconds
    Low threshold:       8 error frame(s)
    High threshold:      8000 error frame(s)

  Frame Period Error
    Window:              1000 x 10000 frames
    Low threshold:       9 error frame(s)
    High threshold:      9000 error frame(s)

  Frame Seconds Error
    Window:              100 x 100 milliseconds
    Low threshold:       1 error second(s)
    High threshold:      none

  Receive-Frame CRC Error
    Window:              10 x 100 milliseconds
    Low threshold:       10 error frame(s)
    High threshold:      1000 error frame(s)
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  Transmit-Frame CRC Error: Not Supported

イーサネット OAM リモート障害表示の設定

次の場合に、インターフェイス上で errdisable アクションを発生させるように設定することができま

す。

• インターフェイス上に設定されたリンク モニタリングの高しきい値を超過

• Dying Gasp の受信時、インターフェイス上で shut を実行 

• Dying Gasp の受信時、reload コマンドを実行 

• Dying Gasp の受信時、インターフェイス上で no ethernet oam コマンドを実行

インターフェイス上でイーサネット OAM リモート障害表示アクションをイネーブルにするには、次の

作業を行います。

次に、スイッチ インターフェイス上でイーサネット OAM リモート障害アクションを設定する例を示

します。

Switch# conf terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)# int gi1/1
Switch(config-if)# ethernet oam remote-failure dying-gasp action error
Switch(config-if)# ethernet oam link-monitor high-threshold action error
Switch(config-if)# end
Switch# show running-config int gi1/1
Building configuration...

Current configuration : 353 bytes
!
interface GigabitEthernet1/1
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport trunk allowed vlan 1,19
 switchport mode trunk
 ethernet oam remote-loopback supported
 ethernet oam link-monitor high-threshold action error-disable-interface
 ethernet oam remote-failure dying-gasp action error-disable-interface

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config# interface interface-id インターフェイスを定義し、インターフェイス コンフィ

ギュレーション モードを開始します。

ステップ 3 Switch(config-if)# ethernet oam remote-failure 
[dying-gasp] action error-disable-interface 

インターフェイス上でイーサネット OAM リモート障害ア

クションを設定します。dying-gasp を選択することで、

イーサネット OAM がディセーブルにされた場合またはイ

ンターフェイスが errdisable ステートに入った場合に、イ

ンターフェイスをシャットダウンさせ、インターフェイス

をディセーブルにするように設定できます。

ステップ 4 Switch(config-if)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 Switch# show ethernet oam status [interface 
interface-id]

設定を確認します。

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

ます。
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 ethernet oam
end
Switch# show ethernet oam status int gi1/1
GigabitEthernet1/1
General
-------
  Admin state:           enabled
  Mode:                  active
  PDU max rate:          10 packets per second
  PDU min rate:          1 packet per 1 second
  Link timeout:          5 seconds
  High threshold action: error disable interface
  Link fault action:     no action
  Dying gasp action:     error disable interface
  Critical event action: no action

Link Monitoring
---------------
  Status: supported (on)

  Symbol Period Error
    Window:              100 x 1048576 symbols
    Low threshold:       1 error symbol(s)
    High threshold:      none

  Frame Error
    Window:              10 x 100 milliseconds
    Low threshold:       1 error frame(s)
    High threshold:      none

  Frame Period Error
    Window:              1000 x 10000 frames
    Low threshold:       1 error frame(s)
    High threshold:      none

  Frame Seconds Error
    Window:              100 x 100 milliseconds
    Low threshold:       1 error second(s)
    High threshold:      none

  Receive-Frame CRC Error
    Window:              10 x 100 milliseconds
    Low threshold:       10 error frame(s)
    High threshold:      none

  Transmit-Frame CRC Error: Not Supported

EtherChannel インターフェイス上でイーサネット OAM フェールオーバー アクションをイネーブルに

するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# interface port-channel 
interface-id

インターフェイスを定義し、インターフェイス コンフィ

ギュレーション モードを開始します。

ステップ 3 Switch(config-if)# switchport mode mode EtherChannel インターフェイスのモードを設定します。
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スイッチは、Link Fault と Critical Event OAM PDU を生成しません。ただし、スイッチがこれらの 
PDU をリンクの相手方から受信した場合は処理します。イーサネット OAM がディセーブルのとき、

インターフェイスがシャットダウンしたとき、インターフェイスが errdisable ステートになったとき、

またはスイッチがリロードしているときに、スイッチは Dying Gasp OAM PDU の送受信をサポートし

ます。スイッチは、停電に起因する Dying Gasp PDU に応答できますが、生成はできません。リモー

ト障害表示アクションをディセーブルするには、no ethernet remote-failure {critical-event | 
dying-gasp | link-fault} action コマンドを入力します。

イーサネット OAM テンプレートの設定

テンプレートを作成すると、共通のオプションをまとめて複数のイーサネット OAM インターフェイス

に設定できます。このテンプレートは、フレーム エラー、フレーム期間エラー、フレーム秒エラー、

受信 CRS エラー、シンボル期間エラー、およびしきい値を監視するように設定できます。また、高し

きい値を超過した場合に、そのインターフェイスを errdisable ステートにするようにテンプレートを設

定することもできます。これらの手順は任意で、順序を変えて実行させたり、繰り返して別なオプショ

ンを設定したりできます。

イーサネット OAM テンプレートを設定し、インターフェイスに関連付けるには、次の手順を実行しま

す。

ステップ 4 Switch(config-if)# ethernet oam link-monitor 
high-threshold action failover

ポート チャネル インターフェイス上でイーサネット 
OAM リモート障害アクションをフェールオーバーに設定

します。このアクションは、リンク モニタリング RFI の
場合に限って設定可能です。

EtherChannel インターフェイスにフェールオーバーが設

定されていて、そのインターフェイスが EtherChannel の
後のメンバ ポートの場合には、インターフェイスは 

errdisable になりません。

ステップ 5 Switch(config-if)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 Switch# show ethernet oam status [interface 
interface-id]

設定を確認します。

ステップ 7 Switch# copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存し

ます。

コマンド 目的

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# template template-name テンプレートを作成し、テンプレート コンフィギュレー

ション モードを開始します。
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ステップ 3 Switch(config-template)# ethernet oam 
link-monitor receive-crc {threshold {high 
{high-frames | none} | low {low-frames}} | 
window milliseconds}

（任意）一定期間に CRC エラーを伴って受信した入力フ

レームをモニタリングするためのしきい値を設定します。

• threshold high high-frames を入力して、CRC エラー

を伴って受信したフレーム数の高しきい値を設定しま

す。指定できる範囲は 1 ～ 65535 フレームです。

• threshold high none を入力して、高しきい値をディ

セーブルにします。

• threshold low low-frames を入力して、低しきい値を

フレーム数で設定します。指定できる範囲は 0 ～ 
65535 です。デフォルトは 1 です。

• window milliseconds を入力して、CRC エラーを伴う

フレームをカウントするウィンドウ サイズを時間で

設定します。指定できる範囲は 10 ～ 1800、ミリ秒単

位で 100 の倍数です。デフォルトは 100 です。

ステップ 4 Switch(config-template)# ethernet oam 
link-monitor symbol-period {threshold {high 
{high symbols | none} | low {low-symbols}} | 
window symbols} 

（任意）エラー シンボル期間リンク イベントをトリガーす

る、エラー シンボル期間の高しきい値および低しきい値

を設定します。

• threshold high high-symbols を入力して、高しきい値

をシンボル数で設定します。指定できる範囲は 1 ～ 
65535 です。

• threshold high none を入力して、高しきい値をディ

セーブルにします。

• threshold low low-symbols を入力して、低しきい値

をシンボル数で設定します。指定できる範囲は 0 ～ 
65535 です。高しきい値よりも小さな値にする必要が

あります。

• window symbols を入力して、ポーリング期間のウィ

ンドウ サイズをシンボル数で設定します。指定でき

る範囲は 1 ～ 65535 シンボルです。

ステップ 5 Switch(config-template)# ethernet oam 
link-monitor frame {threshold {high 
{high-frames | none} | low {low-frames}} | 
window milliseconds}

（任意）エラー フレーム リンク イベントをトリガーする、

エラー フレームの高しきい値および低しきい値を設定し

ます。

• threshold high high-frames を入力して、高しきい値

をフレーム数で設定します。指定できる範囲は 1 ～ 
65535 です。高しきい値は入力する必要があります。

• threshold high none を入力して、高しきい値をディ

セーブルにします。

• threshold low low-frames を入力して、低しきい値を

フレーム数で設定します。指定できる範囲は 0 ～ 
65535 です。デフォルトは 1 です。

• window milliseconds を入力して、エラー フレームを

カウントするウィンドウ サイズを時間で設定します。

指定できる範囲は 10 ～ 600、ミリ秒単位で 100 の倍

数です。デフォルトは 100 です。

コマンド 目的
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ステップ 6 Switch(config-template)# ethernet oam 
link-monitor frame-period {threshold {high 
{high-frames | none} | low {low-frames}} | 
window frames}

（任意）エラー フレーム期間リンク イベントをトリガーす

る、エラー フレーム期間の高しきい値および低しきい値

を設定します。

• threshold high high-frames を入力して、高しきい値

をフレーム数で設定します。指定できる範囲は 1 ～ 
65535 です。高しきい値は入力する必要があります。

• threshold high none を入力して、高しきい値をディ

セーブルにします。

• threshold low low-frames を入力して、低しきい値を

フレーム数で設定します。指定できる範囲は 0 ～ 
65535 です。デフォルトは 1 です。

• window frames を入力して、ポーリングのウィンドウ 
サイズをフレーム数で設定します。指定できる範囲は 
1 ～ 65535 で、それぞれの値は 10000 フレームの倍数

です。デフォルト値は 1000 です。

ステップ 7 Switch(config-template)# ethernet oam 
link-monitor frame-seconds {threshold {high 
{high-seconds | none} | low {low-seconds}} | 
window milliseconds}

（任意）エラー フレーム秒リンク イベントをトリガーす

る、フレーム秒の高しきい値および低しきい値を設定しま

す。

• threshold high high-seconds を入力して、高しきい値

を秒数で設定します。指定できる範囲は 1 ～ 900 で
す。高しきい値は入力する必要があります。

• threshold high none を入力して、高しきい値をディ

セーブルにします。

• threshold low low-frames を入力して、低しきい値を

フレーム数で設定します。指定できる範囲は 1 ～ 900 
です。デフォルトは 1 です。

• window frames を入力して、ポーリングのウィンドウ 
サイズをフレーム数で設定します。指定できる範囲は 
100 ～ 9000 で、それぞれの値は 100 ミリ秒の倍数で

す。デフォルト値は 1000 です。

ステップ 8 Switch(config-template)# ethernet oam 
link-monitor high threshold action 
error-disable-interface 

（任意）エラーの高しきい値を超過した場合にそのイン

ターフェイスを errdisable ステートにするようにスイッチ

を設定します。

ステップ 9 Switch(config-template)# exit グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 10 Switch(config# interface interface-id イーサネット OAM インターフェイスを定義し、インター

フェイス コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 11 Switch(config-if# source-template 
template-name

テンプレートを関連付けて、設定したオプションをイン

ターフェイスに適用します。

ステップ 12 Switch(config-if# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 13 Switch# show ethernet oam status [interface 
interface-id]

設定を確認します。

ステップ 14 Switch# copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存し

ます。

コマンド 目的
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スイッチは、CRC エラーを伴う出力フレームの監視をサポートしません。ethernet oam link-monitor 
transmit-crc {threshold {high {high-frames | none} | low {low-frames}} | window milliseconds} コマ

ンドはスイッチに表示され、入力することも可能ですが、サポートされていません。テンプレートから

オプションを削除するには、各コマンドの  no 形式を使用します。ソース テンプレートの関連付けを削

除するには、 no source-template template-name コマンドを使用します。

次に、イーサネット OAM テンプレートを設定し、インターフェイスに関連付ける例を示します。

Switch# conf t
Switch(config)# template oam
Switch(config-template)# ethernet oam link-monitor receive-crc threshold high 1000
Switch(config-template)# ethernet oam link-monitor receive-crc threshold low 10
Switch(config-template)# ethernet oam link-monitor symbol-period threshold high 5000
Switch(config-template)# ethernet oam link-monitor symbol-period threshold low 5
Switch(config-template)# ethernet oam link-monitor frame threshold high 8000
Switch(config-template)# ethernet oam link-monitor frame threshold low 8
Switch(config-template)# ethernet oam link-monitor frame-period threshold hig 9000
Switch(config-template)# ethernet oam link-monitor frame-period threshold low 9
Switch(config-template)# ethernet oam link-monitor high action error-disable-interface
Switch(config-template)# exit
Switch(config)# int gi1/2
Switch(config-if)# source template oam
Switch(config-if)# end
Switch# show ethernet oam status int gi1/2
GigabitEthernet1/2
General
-------
  Admin state:           enabled
  Mode:                  active
  PDU max rate:          10 packets per second
  PDU min rate:          1 packet per 1 second
  Link timeout:          5 seconds
  High threshold action: error disable interface
  Link fault action:     no action
  Dying gasp action:     no action
  Critical event action: no action

Link Monitoring
---------------
  Status: supported (on)

  Symbol Period Error
    Window:              100 x 1048576 symbols
    Low threshold:       5 error symbol(s)
    High threshold:      5000 error symbol(s)

  Frame Error
    Window:              10 x 100 milliseconds
    Low threshold:       8 error frame(s)
    High threshold:      8000 error frame(s)

  Frame Period Error
    Window:              1000 x 10000 frames
    Low threshold:       9 error frame(s)
    High threshold:      9000 error frame(s)

  Frame Seconds Error
    Window:              100 x 100 milliseconds
    Low threshold:       1 error second(s)
    High threshold:      none

  Receive-Frame CRC Error
    Window:              10 x 100 milliseconds
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    Low threshold:       10 error frame(s)
    High threshold:      1000 error frame(s)

  Transmit-Frame CRC Error: Not Supported
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イーサネット OAM プロトコル情報の表示
イーサネット OAM プロトコル情報を表示するには、表 63-4 に示す特権 EXEC コマンドを使用しま

す。

次に、これらのコマンドを適用する例を示します。

Switch# show ethernet oam discovery
GigabitEthernet1/1
Local client
------------
  Administrative configurations:
    Mode:              active
    Unidirection:      not supported
    Link monitor:      supported (on)
    Remote loopback:   supported
    MIB retrieval:     not supported
    Mtu size:          1500

  Operational status:
    Port status:       operational
    Loopback status:   no loopback
    PDU revision:      10

Remote client
-------------
  MAC address: 000f.8f03.3591
  Vendor(oui): 00000C(cisco)

  Administrative configurations:
    PDU revision:      2
    Mode:              active
    Unidirection:      not supported
    Link monitor:      supported
    Remote loopback:   supported
    MIB retrieval:     not supported
    Mtu size:          1500

Switch# show ethernet oam statistics
GigabitEthernet1/1
Counters:
---------
  Information OAMPDU Tx                   : 101163
  Information OAMPDU Rx                   : 51296
  Unique Event Notification OAMPDU Tx     : 0

表 63-4 イーサネット OAM プロトコル情報の表示

コマンド 目的

show ethernet oam discovery [interface 
interface-id]

すべてのイーサネット OAM インターフェイスまたは指定したイン

ターフェイスのディスカバリ情報を表示します。

show ethernet oam statistics [interface 
interface-id]

イーサネット OAM パケットに関する詳細情報を表示します。

show ethernet oam status [interface 
interface-id]

すべてのイーサネット OAM インターフェイスまたは指定したイン

ターフェイスのイーサネット OAM 設定を表示します。

show ethernet oam summary スイッチ上でアクティブなイーサネット OAM セッションを表示し

ます。
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  Unique Event Notification OAMPDU Rx     : 0
  Duplicate Event Notification OAMPDU TX  : 0
  Duplicate Event Notification OAMPDU RX  : 0
  Loopback Control OAMPDU Tx              : 12
  Loopback Control OAMPDU Rx              : 0
  Variable Request OAMPDU Tx              : 0
  Variable Request OAMPDU Rx              : 0
  Variable Response OAMPDU Tx             : 0
  Variable Response OAMPDU Rx             : 0
  Cisco OAMPDU Tx                         : 7
  Cisco OAMPDU Rx                         : 8
  Unsupported OAMPDU Tx                   : 0
  Unsupported OAMPDU Rx                   : 0
  Frames Lost due to OAM                  : 0

Local Faults:
-------------
  0 Link Fault records
  2 Dying Gasp records
    Total dying gasps       : 7
    Time stamp              : 1d01h

    Total dying gasps       : 6
    Time stamp              : 1d01h

  0 Critical Event records

Remote Faults:
--------------
  0 Link Fault records
  2 Dying Gasp records
    Total dying gasps       : 8
    Time stamp              : 1d01h

    Total dying gasps       : 7
    Time stamp              : 1d01h

  0 Critical Event records

Local event logs:
-----------------
  0 Errored Symbol Period records
  0 Errored Frame records
  0 Errored Frame Period records
  0 Errored Frame Second records

Remote event logs:
------------------
  0 Errored Symbol Period records
  0 Errored Frame records
  0 Errored Frame Period records
  0 Errored Frame Second records

 
Switch# show ethernet oam summary
Symbols:          * - Master Loopback State,  # - Slave Loopback State
                  & - Error Block State
Capability codes: L - Link Monitor,  R - Remote Loopback
                  U - Unidirection,  V - Variable Retrieval
  Local                       Remote
Interface       MAC Address    OUI    Mode    Capability

  Gi1/1         000f.8f03.3591 00000C active   L R
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イーサネット CFM とイーサネット OAM の相互作用
CFM とイーサネット OAM が相互作用するように OAM マネージャ インフラストラクチャを設定する

こともできます。CFM MEP が設定されているインターフェイス上でイーサネット OAM プロトコルが

動作している場合、イーサネット OAM は CFM にインターフェイスの状態を通知します。相互作用は

イーサネット OAM から CFM プロトコルへの単方向で、ユーザ ネットワーク インターフェイスの

ポート ステータス情報だけ交換されます。

イーサネット OAM プロトコルは、次の状況が発生すると CFM に通知します。

• ローカル インターフェイスでエコーしきい値を超過します。

CFM は、ポート ステータス Type-Length-Value（TLV）のポート ステータス 
Local_Excessive_Errors を送信することで通知に応答します。

• イーサネット OAM が、リモート エンドポイントのエラーしきい値が超過したことを示す OAM 
PDU をリモート側から受信します。

CFM は、ポート ステータス TLV のポート ステータス Remote_Excessive_Errors を送信すること

で通知に応答します。

• ローカル ポートはループバック モードに設定されています。

CFM は、ポート ステータス TLV のポート ステータスを送信することで応答します。

• リモート ポートはループバック モードに設定されています。

CFM は、ポート ステータス TLV のポート ステータスを送信することで応答します。

ここでは、次の情報について説明します。

• 「イーサネット OAM と CFM の相互作用の設定」（P.63-53）

• 「例：イーサネット OAM と CFM の設定」（P.63-55）

CFM に関する詳細、およびイーサネット OAM との相互動作については、次の URL の『Ethernet 
Connectivity Fault Management』フィーチャ モジュールを参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_2sr/12_2sra/feature/guide/srethcfm.html

イーサネット OAM と CFM の相互作用の設定

イーサネット OAM を CFM と機能させるには、EVC と OAM マネージャを設定し、EVC を CFM に
関連付ける必要があります。OAM マネージャとの相互動作のため、内向き MEP を使用する必要があ

ります。

（注） UNI サービス タイプ、EVC、イーサネット サービス インスタンス、または CE-VLAN 設定の設定、

変更、または削除を行うと、すべての設定が検証され、UNI サービス タイプは EVC の設定と、イーサ

ネット サービス インスタンスは CE-VLAN の設定と一致することが確認されます。各設定が一致しな

いと、新しい設定は拒否されます。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_2sr/12_2sra/feature/guide/srethcfm.html
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OAM マネージャの設定

PE デバイス上の OAM マネージャを設定するには、次の作業を行います。

イーサネット OAM のイネーブル化

インターフェイス上でイーサネット OAM をイネーブルにするには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config# interface interface-id インターフェイスをイーサネット OAM インターフェイス

として設定することを定義し、インターフェイス コン

フィギュレーション モードを開始します。

ステップ 3 Switch(config-if)# ethernet cfm domain 
domain-name level level-id

CFM ドメインを定義し、ドメイン レベルを設定して、ド

メインのイーサネット CFM コンフィギュレーション モー

ドを開始します。指定できるメンテナンス レベル番号の

範囲は 0 ～ 7 です。

ステップ 4 Switch(config-if)# service csi-id vlan vlan-id メンテナンス ドメイン内で、ユニバーサルに一意の CSI 
と VLAN を設定します。

• csi-id：CSI を識別する 100 文字以下のストリングで

す。

• vlan-id：vlan-id に指定できる範囲は 1 ～ 4095 です。

同じレベルで複数のドメインに同じ VLAN ID を使用

することはできません。

ステップ 5 Switch(config-if)# exit グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 6 Switch(config)# ethernet evc evc-id EVC を定義し、EVC コンフィギュレーション モードを開

始します。

ステップ 7 Switch(config-evc)# oam protocol cfm svlan 
vlan-id domain domain-name

EVC OAM プロトコルを CFM として設定し、ステップ 2 
および 3 で設定した CFM ドメイン メンテナンス レベル

のサービスプロバイダー VLAN ID（S-VLAN ID）を指定

します。

ステップ 8 Switch(config-evc)# exit グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 9 ステップ 2 ～ 7 を繰り返して、監視する OAM マネージャーのその他の CFM ドメインを定義します。

ステップ 10 Switch(config)# ethernet cfm enable グローバルに CFM をイネーブルにします。

ステップ 11 Switch(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 12 Switch# copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存し

ます。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config# interface interface-id インターフェイスをイーサネット OAM インターフェイス

として設定することを定義し、インターフェイス コン

フィギュレーション モードを開始します。
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例：イーサネット OAM と CFM の設定

次に、サービスプロバイダー ネットワークを想定して、イーサネット OAM と CFM の間のインター

ワーキングの設定例を示します。この例のネットワークには、各エンドポイントの CE スイッチに接続

された PE スイッチがあります。CFM、E-LMI、およびイーサネット OAM を CE スイッチと PE ス
イッチの間に設定する必要があります。

CE スイッチ 1（CE1）の設定：

Switch# config terminal
Switch(config)# interface GigabitEthernet1/1
Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# ethernet oam remote-loopback supported
Switch(config-if)# ethernet oam
Switch(config-if)# exit

PE スイッチ 1（PE1）の設定：

Switch# config terminal
Switch(config)# interface FastEthernet1/20
Switch(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# ethernet cfm mip level 7
Switch(config-if)# ethernet cfm mep level 4 mpid 100 vlan 100
Switch(config-if)# ethernet oam remote-loopback supported
Switch(config-if)# ethernet oamt

PE スイッチ 2（PE2）の設定：

Switch# config terminal
Switch(config)# interface GigabitEthernet1/20

ステップ 3 Switch(config-if)# ethernet oam [max-rate 
oampus | min-rate seconds | mode {active | 
passive} | timeout seconds] 

インターフェイス上でイーサネット OAM をイネーブルに

します。

• （任意）max-rate oampdus を入力して、送信する 
OAM PDU の 1 秒あたりの 大数を設定します。指定

できる範囲は 1 ～ 10 PDU/秒です。デフォルトは 10 
です。

• （任意）min-rate seconds を入力して、 小伝送速度

を秒単位で設定します。指定できる範囲は 1 ～ 10 秒
です。

• （任意）OAM クライアント モードを active または 
passive  に設定します。デフォルトは active です。

• （任意）timeout seconds を入力して、OAM ピアが動

作不能であり、ステート マシンをリセットすること

をデバイスが宣言するまでの時間を設定します。指定

できる範囲は 2 ～ 30 秒です。デフォルトは 5 秒です。

ステップ 4 Switch(config-if)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

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

ます。

ステップ 6 Switch# show ethernet cfm maintenance points 
remote

（任意）イーサネット OAM が報告したポート ステータス

を表示します。

コマンド 目的
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Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# ethernet cfm mip level 7
Switch(config-if)# ethernet cfm mep level 4 mpid 101 vlan 10
Switch(config-if)# ethernet oam remote-loopback supported
Switch(config-if)# ethernet oam

CE スイッチ 2（CE2）の設定：

Switch# config terminal
Switch(config)# interface GigabitEthernet1/1
Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# ethernet oam remote-loopback supported
Switch(config-if)# ethernet oam
Switch(config-if)# exit

次に、この構成での PE スイッチのポート ステータスの例を示します。ポート ステータスは両方のス

イッチで UP として表示されます。

スイッチ PE1：

Switch# show ethernet cfm maintenance points remote
MPID  Level Mac Address    Vlan PortState InGressPort     Age(sec) Service ID
101 * 4     0015.633f.6900 10   UP        Gi1/1         27       blue

スイッチ PE2：

Switch# show ethernet cfm maintenance points remote
MPID  Level Mac Address    Vlan PortState InGressPort     Age(sec) Service ID
100 * 4     0012.00a3.3780 10   UP        Gi1/1         8        blue
Total Remote MEPs: 1

次に、CE1（または PE1）でリモート ループバックを開始した場合の出力例を示します。リモート PE 
スイッチのポート ステータスには Test が表示され、リモート CE スイッチは errdisable モードになりま

す。

Switch# ethernet oam remote-loopback start interface gigabitethernet 1/1
it is a intrusive loopback.
Therefore, while you test Ethernet OAM MAC connectivity,
you will be unable to pass traffic across that link.
Proceed with Remote Loopback? [confirm]

スイッチ PE1：

Switch# show ethernet cfm maintenance points remote
MPID  Level Mac Address    Vlan PortState InGressPort     Age(sec) Service ID
101 * 4     0015.633f.6900 10   UP        Gi1/1         27       blue

スイッチ PE2：

Switch# show ethernet cfm maintenance points remote
MPID  Level Mac Address    Vlan PortState InGressPort     Age(sec) Service ID
100 * 4     0012.00a3.3780 10   TEST      Gi1/1         8        blue
Total Remote MEPs: 1

また、PE1 と接続している CE1 インターフェイスをシャットダウンした場合は、リモート PE2 ポート

のポート ステータスには Down が表示されます。
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Y.1731 の設定（AIS および RDI）

Catalyst 4500 シリーズ スイッチは、Y.1731 Ethernet Alarm Indication Signal の機能（ETH-AIS）およ

び大規模ネットワークのサービス プロバイダーに障害およびパフォーマンス管理を提供するイーサ

ネット リモート障害表示の機能（ETH-RDI）をサポートします。この章では、Y.1731 ETH-AIS およ

び ETH-RDI を設定する方法について説明します。

この章で説明する内容は、次のとおりです。

• 「AIS および RDI の用語」（P.64-1）

• 「Y.1731 について」（P.64-2）

• 「Y.1731 の設定」（P.64-3）

• 「Y.1731 情報の表示」（P.64-5）

Y.1731 のコマンドと設定の詳細情報については、次の URL で Cisco IOS フィーチャ モジュールを参

照してください :

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/cether/configuration/12-2sr/ce-cfm-y1731.html

AIS および RDI の用語

用語 定義

CC Ethernet OAM Continuity Check

CCM Ethernet OAM 連続性チェックメッセージ

CCDB Ethernet OAM Continuity Check Database

CFM イーサネット接続障害管理

EI Ethernet Infrastructure または EVC Infrastructure

EVC Ethernet Virtual Circuit：イーサネット仮想回線

LMEP Local Mep：ローカル MEP

MEP メンテナンス エンドポイント

MIP メンテナンス中間ポイント

OAM Operations Administration and Maintenance

サービス VLAN プロバイダー ネットワーク内のカスタマー サー

ビス インスタンスを一意に識別する VLAN タグ

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/cether/configuration/12-2sr/ce-cfm-y1731.html
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Y.1731 について
ここでは、Y.1731 の概念について説明します。

• 「サーバ MEP」（P.64-2）

• 「AIS」（P.64-2）

• 「イーサネット リモート障害表示」（P.64-3）

都市部および WAN テクノロジーとして、イーサネットの出現に、新しい一連の操作、管理、およびメ

ンテナンス（OAM）要件をイーサネットの従来型の企業指向の機能に課します。イーサネット テクノ

ロジーが、より規模の大きな、複雑さを増したユーザ ベースに広範に使用されるに伴い、リンク アッ

プタイムの運用管理がきわめて重要になっています。障害の切り分けと対応をいかに迅速に行えるか

が、サービス プロバイダーの競争力に直接影響します。

サーバ MEP
サーバ MEP は、サーバ レイヤの終了の機能とサーバおよび ETH アダプテーション機能を組み合わせ

た機能です。サーバ レイヤ終端機能またはアダプテーション機能によって、サーバ レイヤで障害状態

が検出されると、ETH-AIS 情報を含むフレームが発行されます。

仮想 MEP は、リンク層またはトランスポート層に定義された、接続障害監理（CFM）MA の論理的な

終端地点です。サーバ MEP は、メンテナンス レベル -1 で実行または定義されます。たとえば、IEEE 
802.3ah OAM の各終端地点、または MPLS PW OAM の各終端地点で外側向き MEP サーバを関連付

けることができます。

AIS

ETH-AIS では、サーバ（サブ）レイヤで障害状態が検出されると、アラームを抑制できます。STP 環
境での復元機能のため、通常、STP 環境では ETH-AIS を適用することはありません。Catalyst 4500 
Metro スイッチについては、管理者は STP 環境で AIS をイネーブルにしたりディセーブルにしたりで

きます。

MEP（またはサーバ MEP）では、ETH-AIS 情報を含むフレームの送信をイネーブルまたはディセー

ブルにできます。

また、障害状態が検出されると、ETH-AIS 情報を含むフレームが、MEP（サーバ MEP を含む）に

よってクライアントのメンテナンス レベルで発行できます。

障害状態には、たとえば次のようなものが含まれます。

• ETH-CC がイネーブルになっている場合の信号障害の状態

• ETH-CC がディセーブルになっている場合の AIS の状態

マルチポイント ETH 接続の場合、MEP は ETH-AIS 情報を含むフレームを受信した際に、障害状態が

発生したサーバ（サブ）レイヤのエンティティを特定できません。さらに重要なことは、MEP はア

ラームを抑制する対象のピア MEP の関連するサブセットを特定できません。これは受信した 
ETH-AIS 情報にそうした情報が含まれていないからです。MEP で ETH-AIS 情報を含むフレームを受

信すると、接続が存在するかどうかに関係なく、すべてのピア MEP のアラームが抑制されます。

しかし、ポイントツーポイント ETH 接続の場合、MEP のピア MEP は 1 つだけです。したがって、

ETH-AIS 情報を受信した際に、アラームの抑制が必要なピア MEP は明白です。

ETH-AIS 情報を含むフレームを発行するように設定されているのは MEP（サーバ MEP を含む）だけ

です。MEP では、障害状態を検出すると、ETH-AIS 情報を含むフレームの定期送信を、設定されたク

ライアントのメンテナンス レベルで、ただちに開始できます。インターフェイスで設定されている 
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MIP レベルで、AIS フレームを送信します。MEP は、障害状態が取り除かれるまで ETH-AIS 情報を

含むフレームの定期送信を続けます。ETH-AIS 情報を含むフレームを受信して AIS 状態を検出する

と、MEP はすべてのピア MEP に関連する Loss of Continuity（連続性の喪失）アラームを抑制します。

MEP は AIS 状態でないときに連続性喪失の障害状態を検出すると Loss of Continuity アラームの生成

を再開します。

イーサネット リモート障害表示

MEP は、障害状態を検出するピア MEP を通知する ETH-RDI を使用できます。ETH-RDI が使用され

るのは、ETH-CC 送信がイネーブルになっている場合のみです。

ETH-RDI には、次の 2 種類の用途があります。

• 片終端障害管理：受信側の MEP が RDI 障害状態を検出した場合、その障害がこの MEP の他の障

害状態と関連し合い、故障の原因となることがあります。1 つの MEP で ETH-RDI 情報が受信さ

れない場合は、そのメンテナンス レベル全体に障害がないことを意味します。

• 遠端パフォーマンス モニタリングへの寄与：この操作はパフォーマンス モニタリング プロセスへ

の入力として機能する遠端の障害状態を反映します。

障害状態にある MEP は、ETH-RDI 情報を含むフレームを送信します。MEP が ETH-RDI 情報を含む

フレームを受信すると、ピア MEP が障害状態が発生したことを認識します。しかし、マルチポイント 
ETH 接続の場合、MEP は ETH-RDI 情報を含むフレームを受信した際に、RDI 情報を送信した MEP 
に発生した障害状態に関連するピア MEP サブセットを特定できません。これは送信側 MEP 自身がそ

うした情報を常に持っているわけではないからです。

図 64-1 障害（リンク障害）時の AIS メッセージの生成と伝播

Y.1731 の設定

（注） Y.1731 はデフォルトでイネーブルです。
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内容は次のとおりです。

• 「Y.1731 設定時の注意事項」（P.64-4）

• 「AIS パラメータの設定」（P.64-4）

• 「AIS 障害状態からの MEP のクリア」（P.64-5）

• 「AIS 障害状態からの SMEP のクリア」（P.64-5）

Y.1731 設定時の注意事項

Y.1731 の設定時の注意事項および制約事項は次のとおりです。

• STP の復元機能のため、STP 環境では ETH-AIS は適用されません。

• デフォルトでは、CFM メンテナンス ドメイン上で AIS はイネーブルです。次に、メンテナンス 
ドメイン上で AIS をディセーブルにするために使用できるコマンドについて説明します。なお、

RDI は CC メッセージ内のフラグ ビットです。提供された CC 送信がイネーブルになっている場

合、CC メッセージの現在の RDI フラグは true または false に設定されます。

AIS パラメータの設定

AIS パラメータを設定するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch (config)# ethernet cfm ais domain name 
vlan range

Maintenance Association（MA）ごとに 1 回、そこに属す

るすべてのローカル Mep のパラメータを設定するには 
config config-ais-mep-cfm サブモードを開始します。

name にはドメイン名を指定します。

range は VLAN ID です。たとえば、「100」、「200-300」、
「400」、「500」、「1-4095」などのように入力します。

domain name vlan range コマンドでは、VLAN 分離また

は一致のコンフィギュレーションだけが受け入れられま

す。

ステップ 3 Switch(config-ais-mep-cfm)# disable AIS 送信をディセーブルにします。

ステップ 4 Switch(config-ais-mep-cfm)# period period AIS 送信期間を設定します。

ステップ 5 Switch(config-ais-mep-cfm)# level level MA に属する MEP の AIS フレームを送信するメンテナン

ス レベルを確立します。

指定できるレベルは 0 ～ 7 です。

ステップ 6 Switch(config-ais-mep-cfm)# expiry-threshold 
threshold

AIS 有効期限しきい値を設定します。

デフォルトの有効期限しきい値は 3.5 です。この CLI コマ

ンドを使用して、MA の有効期限しきい値パラメータを変

更できます。

ステップ 7 Switch(config-ais-mep-cfm)# express alarm AIS メッセージにより MEP が AIS 障害状態に入った場合

のアラームの抑制を設定します。

ステップ 8 Switch(config-ais-mep-cfm)# exit グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。
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設定を削除する場合、またはデフォルト設定に戻す場合は、上記コマンドの no 形式を使用します。

AIS 障害状態からの MEP のクリア

MEP をクリアするには、次のいずれかのコマンドを入力します。

Switch# clear ethernet cfm ais domain domain name mpid local mpid vlan vlan#
Switch# clear ethernet cfm ais domain domain name mpid local mpid evc evc_name

AIS 障害状態からの SMEP のクリア

CSMP をクリアするには、次のいずれかのコマンドを入力します。

Switch# clear ethernet cfm ais link-status interface interface_name
Switch# clear ethernet cfm error

（注） この操作を行うと、AIS を含むすべてのエラー状態もクリアされます。

Y.1731 情報の表示
Y.1731 情報を表示するには、次のコマンドを使用します（表 64-1）。

ステップ 9 Switch(config)# [no] ethernet cfm ais 
link-status global

config-ais-link-cfm サブモードを開始すると、リンク ス
テータスがダウンした場合に必要なパラメータを設定でき

ます。

ステップ 10 Switch(config-if)# [no] ethernet cfm ais 
link-status period period

インターフェイスのリンク ステータスによって生成され

る ETH-AIS 送信期間を設定します。

ステップ 11 Switch(config-if)# [no] ethernet cfm ais 
link-status level level

インターフェイス上のリンク ステータスにより送信され

る AIS フレームを送信するメンテナンス レベルを設定し

ます。

ステップ 12 end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 13 Switch# show ethernet cfm smep interface name
Switch# show ethernet cfm maintenance-points 
local detail
Switch# show ethernet cfm maintenance-points 
remote detail
Switch# show ethernet cfm error

設定を確認します。

ステップ 14 Switch# show running-config 入力を確認します。

ステップ 15 Switch# copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存し

ます。

コマンド 目的
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次に、RDI 障害を追跡する方法と設定パラメータを確認する方法の例を示します。

Switch# show ethernet cfm main local detail
MEP Settings:
-------------
MPID: 1109
DomainName: PROVIDER_DOMAIN
Level: 4
Direction: I
EVC: evc_1
Interface: Gi3/1
CC-Status: Enabled
MAC: 001b.d550.91fd
Defect Condition: No Defect
presentRDI: FALSE （RDI 障害なし）
AIS-Status: Enabled
AIS Period: 60000(ms)
AIS Expiry Threshold: 3.5
Level to transmit AIS: Default
Suppress Alarm configuration: Enabled
Suppressing Alarms: No

MIP Settings:
-------------
Level Type  Port                      MAC
7     MIP   Gi3/1                     001b.d550.91fd
4     MIP   Te1/2                     001b.d550.91fd
Switch#
*Feb 18 05:40:35.659: %ETHER_CFM-6-ENTER_AIS: local mep with mpid 1109 level 4 id 100 dir 
I Interface GigabitEthernet3/1 enters AIS defect condition (gi3/2 enters AIS state)
Switch# show ethernet cfm main local detail
MEP Settings:
-------------
MPID: 1109
DomainName: PROVIDER_DOMAIN
Level: 4
Direction: I
EVC: evc_1
Interface: Gi3/1
CC-Status: Enabled
MAC: 001b.d550.91fd
Defect Condition: AIS
presentRDI: TRUE （RDI 障害あり）
AIS-Status: Enabled
AIS Period: 60000(ms)
AIS Expiry Threshold: 3.5
Level to transmit AIS: Default
Suppress Alarm configuration: Enabled
Suppressing Alarms: Yes

表 64-1 Y.1731 情報の表示

コマンド 目的

show ethernet cfm maintenance-point local 
detail

ローカル メンテナンス ポイント上の AIS ステータスおよび障害状態を表

示します。

show ethernet cfm smep [interface <name>] SMEP 上の AIS ステータスおよび障害状態を表示します。

show ethernet cfm error AIS 障害状態によるエラーを表示します。

show ethernet cfm maintenance-points 
remote [detail

リモート メンテナンス ポイント上の AIS ステータスおよび障害状態を表

示します。
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MIP Settings:
-------------
Level Type  Port                      MAC
7     MIP   Gi3/1                     001b.d550.91fd
4     MIP   Te1/2                     001b.d550.91fd
Switch# show ethernet cfm error
Level Vlan MPID Remote MAC     Reason               Service ID
4     100  2101 001d.4566.aa3d 0 lifetime TLV       customerX
4     100    -  001b.d550.91fd Receive AIS          customerX
Switch#
*Feb 18 05:51:08.567: %ETHER_CFM-6-EXIT_AIS: local mep with mpid 1109 level 4 id 100 dir I 
Interface GigabitEthernet3/1 exited AIS defect condition (gi3/1 exits AIS state)
Switch# show ethernet cfm main local detail
MEP Settings:
-------------
MPID: 1109
DomainName: PROVIDER_DOMAIN
Level: 4
Direction: I
EVC: evc_1
Interface: Gi3/1
CC-Status: Enabled
MAC: 001b.d550.91fd
Defect Condition: No Defect
presentRDI: FALSE （これ以降の RDI 障害の発生なし）
AIS-Status: Enabled
AIS Period: 60000(ms)
AIS Expiry Threshold: 3.5
Level to transmit AIS: Default
Suppress Alarm configuration: Enabled
Suppressing Alarms: No

MIP Settings:
-------------
Level Type  Port                      MAC
7     MIP   Gi3/1                     001b.d550.91fd
4     MIP   Te1/2                     001b.d550.91fd
Switch#
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65
Call Home の設定

この章では、Catalyst 4500 シリーズ スイッチに Call Home 機能を設定する手順について説明します。

この章は、次の内容で構成されています。

• 「Call Home について」（P.65-2）

• 「Smart Call Home の取得」（P.65-2）

• 「Call Home の設定」（P.65-3）

• 「連絡先情報の設定」（P.65-4）

• 「宛先プロファイルの設定」（P.65-5）

• 「アラート グループへの登録」（P.65-6）

• 「一般的な E メール オプションの設定」（P.65-9）

• 「Call Home のイネーブル化」（P.65-10）

• 「Call Home の通信のテスト」（P.65-11）

• 「Smart Call Home の設定とイネーブル化」（P.65-14）

• 「Call Home 設定情報の表示」（P.65-14）

• 「Call Home のデフォルト設定」（P.65-19）

• 「アラート グループの起動イベントとコマンド」（P.65-19）

• 「メッセージの内容」（P.65-22）

（注） この章で使用するスイッチ コマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL で『Cisco 
Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』と関連資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products//hw/switches/ps4324/index.html

『Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』に掲載されていないコマンドについては、より詳

細な Cisco IOS ライブラリを参照してください。次の URL でCisco IOS コマンド リファレンスと関連

資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html
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Call Home について
Call Home を使用すると、E メールベースおよび Web ベースで重大なシステム イベントの通知を行え

ます。ポケットベル サービス、通常の電子メール、または XML ベースの自動解析アプリケーション

との適切な互換性のために、さまざまなメッセージの形式が使用できます。この機能の一般的な利用方

法には、ネットワーク サポート エンジニアのダイレクト ページング、ネットワーク オペレーション 
センターへの電子メール通知、サポート Web サイトへの XML 配信、Cisco Smart Call Home サービス

を利用したシスコ Technical Assistance Center（TAC）の直接ケース生成などがあります。

Call Home 機能では、設定、診断、環境条件、コンポーネント、システム イベントについての情報を

含むアラート メッセージを送信できます。

Call Home 機能では、Call Home 宛先プロファイルに従って複数の受信者にアラートを送信できます。

宛先プロファイルには、メッセージ形式とコンテンツのカテゴリを設定できます。TAC
（callhome@cisco.com）にアラートを送信する、あらかじめ定義された宛先プロファイルが用意されて

います。また、独自の宛先プロファイルを定義することもできます。

柔軟なメッセージ送信オプションと形式オプションにより、特定のサポート要件に簡単に統合できま

す。

Call Home 機能には、次の利点があります。

• 複数のメッセージ形式オプション 

– ショート テキスト：ポケットベルまたは印刷形式のレポートに 適。

– プレーン テキスト：人間が読むのに適した形式に完全整形されたメッセージ情報。

– XML：Extensible Markup Language（XML）および Adaptive Markup Language（AML）文

書型定義（DTD）を使用した読み取り可能なマッチング形式。XML 形式では、Cisco TAC と
通信できます。

• 同時メッセージの宛先を複数設定できます。

• 設定、診断、環境条件、コンポーネント、Syslog イベントを含む複数のメッセージ カテゴリ。

• 重大度とパターン マッチングによるメッセージのフィルタリング。

• 定期的なメッセージ送信のスケジューリング。

Smart Call Home の取得

シスコと直接サービス契約を結んでいる場合は、Smart Call Home サービス用のデバイスを登録できま

す。Smart Call Home は、ご使用のデバイスから送信された Call Home メッセージを分析し、背景情報

および推奨事項を提供して、システムの問題を迅速に解決します。既知と特定できる問題、特に 
GOLD 診断エラーについては、Cisco TAC によって自動サービス リクエストが生成されます。

Smart Call Home には、次の機能があります。

• シャーシ内のラインカードおよびスーパーバイザ エンジンに関する診断アラートの起動。

• 装置から送られる Call Home メッセージの分析、場合に応じて、自動サービス リクエスト生成と

適切な TAC チームへの回覧。このリクエストには問題を迅速に解決するための詳細な診断情報が

含まれています。

• お使いのデバイスから直接、またはダウンロード可能な転送ゲートウェイ（TG）集約ポイントを

介して転送されたメッセージのセキュリティ保護。複数のデバイスをサポートする必要のある場合

や、セキュリティ要件によってデバイスがインターネットに直接接続されないことが必要とされる

場合は、TG 集約ポイントを使用できます。
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• あらゆる Call Home デバイスの Call Home メッセージおよび推奨事項、コンポーネント情報、設

定情報への Web アクセス。関連する Field Notice（FN）、セキュリティ勧告、および End of Life
（EOL; 廃止）情報にアクセスできます。

次の項目を登録する必要があります。

• スイッチの SMARTnet 契約番号

• 電子メール アドレス

• Cisco.com ID

Smart Call Home の詳細については、次の URL にある Smart Call Home のページを参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps7334/serv_home.html 

Call Home の設定
Call Home の設定方法は、機能の使用目的によって異なります。Call Home を設定する前に次の事項に

注意してください。

• 少なくとも 1 つの宛先プロファイル（定義済みまたはユーザ定義）を設定する必要があります。使

用する宛先プロファイルは、受信エンティティがポケットベル、電子メール、Cisco Smart Call 
Home のような自動サービスのいずれであるかによって異なります。

– 宛先プロファイルが E メール メッセージ送信を使用している場合、シンプル メール転送プロ

トコル（SMTP）サーバを指定する必要があります。

– 宛先プロファイルがセキュア HTTP（HTTPS）メッセージ転送を使用している場合は、トラ

ストポイント認証局（CA）を設定する必要があります。

• 受信者が受信したメッセージの発信源を特定できるように、連絡用 E メール、電話番号、住所の情

報を設定する必要があります。

• スイッチには、E メール サーバまたは宛先 HTTP サーバへの IP 接続が必要です。

• Cisco Smart Call Home を使用している場合、アクティブなサービス契約が設定するデバイスを対

象としている必要があります。

Call Home を設定する手順は、次のとおりです。

ステップ 1 設定場所の連絡先情報を設定します。

ステップ 2 各受信者の宛先プロファイルを設定します。

ステップ 3 各宛先プロファイルを 1 つまたは複数のアラート グループに登録し、アラート オプションを設定しま

す。

ステップ 4 転送方法に応じて（CA 証明書を含め）E メール設定または HTTPS 設定を行います。

ステップ 5 Call Home 機能をイネーブルにします。

ステップ 6 Call Home メッセージをテストします。

ヒント Smart Call Home Web アプリケーションから、基本的な設定スクリプトをダウンロードして、Smart 
Call Home および Cisco TAC とともに使用するよう Call Home 機能を設定するために利用できます。

このスクリプトは、Smart Call Home サービスとセキュアな通信を行うために、トラストポイント CA 
を設定する際にも有用です。提供されるスクリプトに保証はありません。このスクリプトは次の URL 

http://www.cisco.com/en/US/products/ps7334/serv_home.html
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からダウンロードできます。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps7334/serv_home.html 

連絡先情報の設定

スイッチには必ず連絡用の E メール アドレスが必要です。任意で、電話番号、住所、契約 ID、カスタ

マー ID、サイト ID を割り当てることができます。

連絡先情報を割り当てるには、次の作業を行います。

次に、連絡先情報を設定する例を示します。

Switch# configure terminal 

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# call-home Call Home 設定サブモードに入ります。

ステップ 3 Switch(cfg-call-home)# contact-email-addr 
email-address

カスタマーの E メール アドレスを割り当てま

す。E メール アドレス フォーマットにはスペー

スなしで 大 200 文字まで入力できます。

ステップ 4 Switch(cfg-call-home)# phone-number 
+phone-number

（任意）カスタマーの電話番号を割り当てます。

（注） 番号はプラス（+）記号で始まり、ダッ

シュ（-）と数字だけが含まれるように

してください。 大 16 文字まで入力で

きます。スペースを入力する場合は、エ

ントリを引用符（""）で囲む必要があり

ます。

ステップ 5 Switch(cfg-call-home)# street-address 
street-address

（任意）RMA 機器の配送先であるカスタマーの

住所を割り当てます。 大 200 文字まで入力で

きます。スペースを入力する場合は、エントリ

を引用符（""）で囲む必要があります。

ステップ 6 Switch(cfg-call-home)# customer-id text （任意）カスタマー ID を指定します。 大 64 文
字まで入力できます。スペースを入力する場合

は、エントリを引用符（""）で囲む必要があり

ます。

ステップ 7 Switch(cfg-call-home)# site-id text （任意）カスタマーのサイト ID を指定します。

大 200 文字まで入力できます。スペースを入

力する場合は、エントリを引用符（""）で囲む

必要があります。

ステップ 8 Switch(cfg-call-home)# contract-id text （任意）スイッチのカスタマーの契約 ID を指定

します。 大 64 文字まで入力できます。スペー

スを入力する場合は、エントリを引用符（""）
で囲む必要があります。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps7334/serv_home.html
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Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)# call-home
Switch(cfg-call-home)# contact-email-addr username@example.com
Switch(cfg-call-home)# phone-number +1-800-555-4567
Switch(cfg-call-home)# street-address “1234 Picaboo Street, Any city, Any state, 12345”
Switch(cfg-call-home)# customer-id Customer1234 
Switch(cfg-call-home)# site-id Site1ManhattanNY
Switch(cfg-call-home)# contract-id Company1234 
Switch(cfg-call-home)# exit
Switch(config)#

宛先プロファイルの設定

宛先プロファイルには、アラート通知に必要な送信情報が含まれています。少なくとも 1 つの宛先プロ

ファイルが必要です。1 つまたは複数のタイプの複数の宛先プロファイルを設定できます。

定義済みの宛先プロファイルを使用することも、目的のプロファイルを定義することもできます。新し

い宛先プロファイルを定義する場合は、プロファイル名を割り当てる必要があります。

（注） Cisco Smart Call Home サービスを使用する場合、宛先プロファイルは XML メッセージ形式を使用す

る必要があります。

宛先プロファイルには、次の属性を設定できます。

• プロファイル名：ユーザ定義宛先プロファイルを一意に識別する文字列。プロファイル名は 31 文
字までで大文字と小文字は区別されません。プロファイル名として all は使用できません。

• 転送方法：アラートを送信するための転送メカニズム（E メールまたは HTTP（HTTPS を含む））。

– ユーザ定義の宛先プロファイルの場合、E メールがデフォルトで、どちらかまたは両方の転送

メカニズムをイネーブルにできます。両方の方法をディセーブルにすると、E メールがイネー

ブルになります。

– あらかじめ定義された Cisco TAC プロファイルの場合、いずれかの転送メカニズムをイネー

ブルにできますが、同時にはイネーブルにできません。

• 宛先アドレス：アラートを送信する転送方法に関連した実際のアドレス。

• メッセージ形式：アラートの送信に使用するメッセージ形式。

– ユーザ定義の宛先プロファイルの場合、形式オプションは、ロング テキスト、ショート テキ

スト、または XML です。デフォルトは XML です。

– 定義済みの Cisco TAC プロファイルの場合、XML しか使用できません。

• メッセージ サイズ：宛先メッセージの 大サイズ。有効な範囲は、50 ～ 3,145,728 バイトで、デ

フォルトは 3,145,728 バイトです。

宛先プロファイルを作成して設定するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# call-home Call Home 設定サブモードに入ります。

ステップ 3 Switch(cfg-call-home)# profile name 指定された宛先プロファイルに対する Call Home 宛先プロ

ファイル設定サブモードを開始します。指定された宛先プ

ロファイルが存在しない場合、作成されます。
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宛先プロファイルのコピー

既存のプロファイルをコピーして新しい宛先プロファイルを作成するには、次の作業を行います。

アラート グループへの登録

アラート グループは、スイッチでサポートされる Call Home アラートの定義済みサブセットです。

Call Home アラートはタイプごとに別のアラート グループにグループ化されます。次のアラート グ
ループが使用できます。

• Configuration

• Diagnostic

• Environment

• Inventory

• Syslog

ステップ 4 Switch(cfg-call-home-profile)# [no] 
destination transport-method {email 
| http}

（任意）メッセージ転送方法をイネーブルにします。no オ
プションを選択すると、方法がディセーブルになります。

ステップ 5 Switch(cfg-call-home-profile)# 
destination address {email 
email-address | http url}

Call Home メッセージが送信される宛先 E メール アドレス

または URL を設定します。

（注） 宛先 URL を入力する場合は、サーバがセキュア 
サーバであるかどうかに応じて http:// または 
https:// を指定します。宛先がセキュア サーバであ

る場合、トラストポイント CA も設定する必要があ

ります。

ステップ 6 Switch(cfg-call-home-profile)# 
destination preferred-msg-format 
{long-text | short-text | xml}

（任意）使用するメッセージ形式を設定します。デフォル

トは XML です。

ステップ 7 Switch(cfg-call-home-profile)# 
destination message-size-limit bytes

（任意）宛先プロファイルの宛先メッセージの 大サイズ

を設定します。

ステップ 8 Switch(cfg-call-home-profile)# 
active

宛先プロファイルをイネーブルにします。デフォルトで

は、プロファイルは作成時にイネーブルになります。

ステップ 9 Switch(cfg-call-home-profile)# exit Call Home 宛先プロファイル設定サブモードを終了して、

Call Home 設定サブモードに戻ります。

ステップ 10 Switch(cfg-call-home)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 11 Switch# show call-home profile {name 
| all}

指定されたプロファイル、または設定されたすべてのプロ

ファイルに応じた宛先プロファイル設定を表示します。

コマンド 目的

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# call-home Call Home 設定サブモードに入ります。

ステップ 3 Switch(cfg-call-home)# copy profile 
source-profile target-profile

既存の宛先プロファイルと同じ設定で新しい宛先

プロファイルを作成します。
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各アラート グループの起動イベントは「アラート グループの起動イベントとコマンド」（P.65-19）に

示しています。アラート グループ メッセージの内容は「メッセージの内容」（P.65-22）に示していま

す。

宛先プロファイルごとに受信するアラート グループを 1 つまたは複数選択できます。

（注） Call Home アラートは、その Call Home アラートが含まれているアラート グループに登録されている

宛先プロファイルにしか送信されません。さらに、アラート グループをイネーブルにする必要があり

ます。

宛先プロファイルをアラート グループに登録するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# call-home Call Home 設定サブモードに入ります。

ステップ 3 Switch(cfg-call-home)# alert-group 
{all|configuration|diagnostic|
environment|inventory|syslog}

指定されたアラート グループをイネーブルにし

ます。すべてのアラート グループをイネーブル

にするには、all キーワードを使用します。デ

フォルトでは、すべてのアラート グループがイ

ネーブルになります。

ステップ 4 Switch(cfg-call-home)# profile name 指定された宛先プロファイルに対する Call 
Home 宛先プロファイル設定サブモードを開始

します。

ステップ 5 Switch(cfg-call-home-profile)# 
subscribe-to-alert-group configuration
[periodic {daily hh:mm | monthly date hh:mm | 
weekly day hh:mm}]

この宛先プロファイルを Configuration アラー

ト グループに登録します。Configuration ア
ラート グループは、「定期的な通知の設定」

（P.65-8）で説明しているように、定期的な通知

用に設定できます。

Switch(cfg-call-home-profile)# 
subscribe-to-alert-group all

使用可能なすべてのアラート グループに登録し

ます。

ステップ 6 Switch(cfg-call-home-profile)# 
subscribe-to-alert-group diagnostic 
[severity catastrophic|disaster|
fatal|critical|major|minor|warning|
notification|normal|debugging]

この宛先プロファイルを Diagnostic アラート グ
ループに登録します。Diagnostic アラート グ
ループは、「メッセージ重大度しきい値の設定」

（P.65-8）で説明しているように、重大度に応じ

てメッセージをフィルタするよう設定できま

す。

ステップ 7 Switch(cfg-call-home-profile)# 
subscribe-to-alert-group environment
[severity catastrophic|disaster|
fatal|critical|major|minor|warning|
notification|normal|debugging]

この宛先プロファイルを Environment アラート 
グループに登録します。Environment アラート 
グループは、「メッセージ重大度しきい値の設

定」（P.65-8）で説明しているように、重大度に

応じてメッセージをフィルタするよう設定でき

ます。

ステップ 8 Switch(cfg-call-home-profile)# 
subscribe-to-alert-group inventory 
[periodic {daily hh:mm | monthly date hh:mm | 
weekly day hh:mm}]

この宛先プロファイルを Inventory アラート グ
ループに登録します。Inventory アラート グ
ループは、「定期的な通知の設定」（P.65-8）で

説明しているように、定期的な通知用に設定で

きます。



65-8
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-25340-01-J

第 65 章      Call Home の設定

Call Home の設定

定期的な通知の設定

Configuration または Inventory アラート グループに宛先プロファイルを登録すると、指定した期間に

定期的にまたは非同期にアラート グループ メッセージを受信するよう選択できます。送信期間は、次

のいずれかにできます。

• 毎日：24 時間の時間 : 分形式 hh:mm（例：14:30）で送信する時刻を指定します。

• 毎週：day hh:mm という形式で曜日と時刻を指定します。ここで、day は曜日をスペルアウトしま

す（例：monday）。

• 毎月：date hh:mm という形式で 1 ～ 31 の日と時刻を指定します。

メッセージ重大度しきい値の設定

宛先プロファイルを診断、環境、または Syslog アラート グループに登録する場合は、アラート グルー

プ メッセージをメッセージの重大度に基づいて送信する際のしきい値を設定できます。しきい値より

小さいメッセージは、宛先に送信されません。

重大度しきい値は、表 65-1 のキーワードと、catastrophic（レベル 9、 高レベルの緊急性）から 
debugging（レベル 0、 低レベルの緊急性）までの範囲を使用して設定します。重大度しきい値が設

定されていない場合、デフォルトは normal（レベル 1）です。

（注） Call Home 重大度は、システム メッセージ ロギング重大度とは異なります。

ステップ 9 Switch(cfg-call-home-profile)# 
subscribe-to-alert-group syslog
[severity catastrophic|disaster|
fatal|critical|major|minor|warning|
notification|normal|debugging]
[pattern string]

この宛先プロファイルを Syslog アラート グ
ループに登録します。Syslog アラート グループ

は、「メッセージ重大度しきい値の設定」

（P.65-8）で説明しているように、重大度に応じ

てメッセージをフィルタするよう設定できま

す。syslog メッセージで一致するパターンを指

定できます。パターンにスペースが含まれてい

る場合は、引用符（""）で囲む必要があります。

ステップ 10 Switch(cfg-call-home-profile)# exit Call Home 宛先プロファイル設定サブモードを

終了します。

コマンド 目的

表 65-1 重大度と Syslog レベルのマッピング

レベル キーワード Syslog レベル 説明

9 catastrophic N/A ネットワーク全体に及ぶ深刻な障害

8 disaster N/A ネットワークへの重大な影響

7 fatal 緊急（0） システムが使用不可

6 critical アラート（1） クリティカルな状態、ただちに注意が必要

5 major クリティカル

（2）
メジャー状態

4 minor エラー（3） マイナーな状態

3 warning 警告（4） 警告状態
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Syslog パターンマッチの設定

宛先プロファイルを Syslog アラート グループに登録すると、各 syslog メッセージ内で一致するテキス

ト パターンを任意で指定できます。パターンを設定すると、指定されたパターンが含まれ、重大度し

きい値に一致する場合にだけ Syslog アラート グループ メッセージが送信されます。パターンにスペー

スが入っている場合、設定時にそのパターンを引用符（""）で囲む必要があります。宛先プロファイル

ごとにパターンを 5 つまで指定できます。

一般的な E メール オプションの設定

E メール メッセージ転送を使用するには、シンプル メール転送プロトコル（SMTP）E メール サーバ 
アドレスを少なくとも 1 つ設定する必要があります。発信元と返信先 E メール アドレスを設定し、

バックアップ E メール サーバを 4 台まで指定できます。E メールまたは HTTP メッセージにレート制

限を設定することもできます。

Cisco IOS Release 15.0(2)SG 以降では、E メール メッセージを送信する VRF と送信元インターフェイ

スまたは送信元 IP アドレスを設定できます。http メッセージを送信する類似のオプションを設定する

場合は、送信元インターフェイスが設定する VRF に関連付けることができる ip http client 
source-interface interface-name コマンドを入力する必要があります。

一般的な E メール オプションを設定するには、次の作業を行います。

2 notification 通知（5） 基本の通知および情報メッセージ、個々にはほ

とんど注意不要

1 normal 情報（6） 標準状態に戻ることを示す標準イベント

0 debugging デバッグ（7） デバッグ メッセージ

表 65-1 重大度と Syslog レベルのマッピング （続き）

レベル キーワード Syslog レベル 説明

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# call-home Call Home 設定サブモードに入ります。

ステップ 3 Switch(cfg-call-home)# mail-server 
{ipv4-address | name} priority number

E メール サーバ アドレスを割り当て、設定済みの E 
メール サーバ内の相対的なプライオリティを割り当てま

す。

次のいずれかの方法で指定します。

• E メール サーバの IP アドレス

• E メール サーバの完全修飾ドメイン名（FQDN）

（64 文字まで）

1（ 高のプライオリティ）から 100（ 低のプライオ

リティ）のプライオリティ番号を割り当てます。

ステップ 4 Switch(cfg-call-home)# sender from 
email-address

（任意）Call Home E メール メッセージの [from] フィー

ルドに表示される E メール アドレスを割り当てます。ア

ドレスが指定されていない場合は、連絡用の E メール ア
ドレスが使用されます。
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一般的な E メール オプションの設定時には、次の注意が適用されます。

• バックアップ E メール サーバは、異なるプライオリティ番号を使用して、mail-server コマンドを

繰り返すと定義できます。

• mail-server priority number パラメータは 1 ～ 100 に設定できます。プライオリティの も高い

（プライオリティ番号が 小の）サーバが 初に試行されます。

次に、プライマリ E メール サーバとセカンダリ E メール サーバを含む、一般的な E メール パラメー

タの設定例を示します。

Switch# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)# call-home
Switch(cfg-call-home)# mail-server smtp.example.com priority 1
Switch(cfg-call-home)# mail-server 192.168.0.1 priority 2
Switch(cfg-call-home)# sender from username@example.com
Switch(cfg-call-home)# sender reply-to username@example.com
Switch(cfg-call-home)# exit
Switch(config)#

Call Home のイネーブル化

Call Home 機能をイネーブルまたはディセーブルにするには、次の作業を行います。

ステップ 5 Switch(cfg-call-home)# sender 
reply-to email-address

（任意）Call Home E メール メッセージの [reply-to] 
フィールドに表示される E メール アドレスを割り当てま

す。

ステップ 6 Switch(cfg-call-home)# rate-limit 
number

（任意）1 分間に送信するメッセージ数の上限を指定しま

す（1 ～ 60）。デフォルトは 20 です。

ステップ 7 Switch(cfg-call-home)# vrf vrf-name （任意）Call Home E メール メッセージを送信する VRF 
インスタンスを指定します。VRF を指定しなければ、

グローバル ルーティング テーブルが使用されます。

ステップ 8 Switch(cfg-call-home)# 
source-interface interface-name

（任意）Call Home E メール メッセージの宛先となる送

信元インターフェイス名を指定します。送信元インター

フェイス名または送信元 IP アドレスが指定されていな

い場合、ルーティング テーブルのインターフェイスが使

用されます。

ステップ 9 Switch(cfg-call-home)# 
source-ip-address ip-address

（任意）Call Home E メール メッセージの宛先となる送

信元 IP アドレスを指定します。送信元 IP アドレスまた

は送信元インターフェイス名を指定していない場合、

ルーティング テーブルのインターフェイスが使用されま

す。

（注） 一度に指定できるのは、送信元インターフェイ

スの名前または送信元 IP アドレスのいずれかで

す。同時に指定することはできません。

コマンド 目的

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# service call-home Call Home 機能をイネーブルにします。
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Call Home の通信のテスト

2 種類のコマンドを使用して、手動でメッセージを送信することで Call Home の通信をテストできま

す。

• ユーザ定義の Call Home テスト メッセージを送信するには、call-home test コマンドを使用しま

す。

• 特定のアラート グループ メッセージを送信するには、call-home send コマンドを使用します。

Call Home テスト メッセージの手動送信

Call Home テスト メッセージを手動で送信するには、次の作業を行います。

次に、Call Home テスト メッセージを手動で送信する例を示します。

Switch# call-home test “test of the day” profile Ciscotac1

Call Home アラート グループ メッセージの手動送信

Call Home アラート グループ メッセージを手動で起動するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# call-home test [“test-message”] 
profile name

指定された宛先プロファイルにテスト メッセージを

送信します。ユーザ定義のテスト メッセージ テキス

トは任意ですが、スペースが含まれる場合は、引用符

（""）で囲む必要があります。ユーザ定義のメッセー

ジが設定されていない場合、デフォルト メッセージ

が送信されます。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# call-home send alert-group 
configuration [profile name]

宛先プロファイルの 1 つ（指定されている場合）また

は登録されているすべての宛先プロファイルに 
Configuration アラート グループ メッセージを送信し

ます。

Switch# call-home send alert-group 
diagnostic {module number | slot/subslot 
| slot/bay} [profile name]

設定された宛先プロファイル（指定されている場合）

または登録されているすべての宛先プロファイルに 
Diagnostic アラート グループ メッセージを送信しま

す。診断情報が送信されるモジュールまたはポートを

指定する必要があります。

Switch# call-home send alert-group 
inventory [profile name]

宛先プロファイルの 1 つ（指定されている場合）また

は登録されているすべての宛先プロファイルに 
Inventory アラート グループ メッセージを送信しま

す。
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Call Home アラート グループ メッセージを手動で送信する場合は、次の点に注意してください。

• 手動で送信できるのは、Configuration、Diagnostic、Inventory アラート グループのみです。

• Configuration、Diagnostic、または Inventory アラート グループ メッセージを手動で起動し、宛

先プロファイル名を指定すると、プロファイルのアクティブ ステータス、登録ステータス、また

は重大度設定に関係なくメッセージが宛先プロファイルに送信されます。

• Configuration または Inventory アラート グループ メッセージを手動で起動し、宛先プロファイル

名を指定しないと、normal または指定されたアラート グループへの定期的な登録に指定されたア

クティブなプロファイルすべてにメッセージが送信されます。

• Diagnostic アラート グループ メッセージを手動で起動し、宛先プロファイル名を指定しないと、

コマンドによって次の動作が行われます。

– 重大度が minor より下の診断イベントに登録されたアクティブなプロファイルの場合、モ

ジュールまたはインターフェイスが診断イベントを遵守しているかどうかに関係なくメッセー

ジが送信されます。

– 重大度が minor 以上の診断イベントに登録されたアクティブなプロファイルの場合、指定され

たモジュールまたはインターフェイスが、少なくとも登録された重大度の診断イベントを遵守

している場合にだけメッセージが送信されます。遵守していない場合、診断メッセージは宛先

プロファイルに送信されません。

次に、設定アラート グループ メッセージを宛先プロファイルに送信する例を示します。

Switch# call-home send alert-group configuration

次に、特定のモジュール、スロット /サブスロットまたはスロット /ベイ番号に関する診断アラート グ
ループ メッセージを宛先プロファイルに送信する例を示します。

Switch# call-home send alert-group diagnostic module 3 5/2

次に、特定のモジュール、スロット /サブスロットまたはスロット /ベイ番号に関する診断アラート グ
ループ メッセージをすべての宛先プロファイルに送信する例を示します。

Switch# call-home send alert-group diagnostic module 3 5/2 profile Ciscotac1

次に、インベントリ call-home メッセージを送信する例を示します。

Switch# call-home send alert-group inventory 

分析およびレポート要求の送信

call-home request コマンドを使用すると、ご使用のシステムの情報をシスコに送信して、システム固

有の役立つ情報を受け取ることができます。セキュリティの警告、既知のバグ、ベスト プラクティス、

コマンド リファレンスなど、さまざまなレポートを要求できます。
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Cisco Output Interpreter ツールからレポートおよび分析情報の要求を送信するには、次のいずれかの作

業を行います。

Call Home レポートおよび分析要求を手動で送信する場合は、次の注意事項に留意してください。

• profile name 値を指定すると、要求はそのプロファイルに送信されます。プロファイル名を指定し

ないと、要求は Cisco TAC プロファイルに送信されます。Call Home 要求の受信者プロファイル

をイネーブルにする必要はありません。プロファイルは、要求メッセージを Cisco TAC に転送す

ることができ、Smart Call Home サービスからの応答を受け取ることができるように、転送ゲート

ウェイが設定されている E メール アドレスを指定します。

• ccoid user-id 値は、Smart Call Home ユーザの登録識別情報です。user-id を指定すると、応答は登

録ユーザの E メール アドレスに送信されます。user-id を指定しないと、応答はデバイス担当者の 
E メール アドレスに送信されます。

• 要求するレポートのタイプを指定するキーワードに基づいて、次の情報が返されます。

– config-sanity：現在の実行コンフィギュレーションに関連するベスト プラクティス情報

– bugs-list：実行バージョンおよび現在適用されている機能に関する既知のバグ

– command-reference：実行コンフィギュレーションのすべてのコマンドに対する参照リンク

– product-advisory：ネットワーク内の装置に影響を与える可能性がある Product Security 
Incident Response Team（PSIRT）警告、廃止（EOL）または End of Sales（EOS; 販売終了）

警告、Field Notice（FN）のいずれか

次に、ユーザが指定した show コマンドの分析を要求する例を示します。

Switch# call-home request output-analysis "show diagnostic result module all" profile TG

コマンド出力の送信

call-home send コマンドを使用すると、Command-Line Interface（CLI; コマンドライン インターフェ

イス）を実行し、コマンド出力をシスコまたは指定の電子メール アドレスに送信できます。

CLI コマンドを実行し、コマンド出力を電子メールで送信するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

Switch# call-home request 
output-analysis “show-command”
[profile name] [ccoid user-id] 

分析用として指定した show コマンドの出力を送信し

ます。show コマンドは二重引用符（" "）で囲む必要

があります。

Switch# call-home request {config-sanity 
| bugs-list | command-reference | 
product-advisory}
[profile name] [ccoid user-id]

分析のため、show running-config all、show 
version、show module コマンドなど所定のコマンド 
セットの出力を送信します。また、call-home 
request product-advisory コマンドには、すべてのコ

ンポーネント アラート グループ コマンドが含まれま

す。

call home request コマンドのあとに指定するキー

ワードは、必要なレポートのタイプを示します。

コマンド 目的

Switch# call-home send “command”
[email email-addr] [service-number SR] 

指定された CLI コマンドを実行し、出力を電子メー

ルで送信します。
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コマンドの出力を送信する際、次の注意事項に留意してください。

• CLI コマンドには、すべてのモジュールのコマンドなど、任意の実行コマンドを指定できます。コ

マンドは引用符（" "）で囲む必要があります。

• 電子メール アドレスを指定した場合、そのアドレスにコマンド出力が送信されます。電子メール 
アドレスを指定しない場合は、Cisco TAC（attach@cisco.com）に出力が送信されます。電子メー

ルは件名の行にサービス番号（指定した場合）が付いたロング テキスト形式で送信されます。

• 電子メール アドレスを指定しない場合、または Cisco TAC 電子メール アドレスを指定した場合に

限り、サービス番号が必要になります。

次に、CLI コマンドの出力をユーザ指定の電子メール アドレスに送信する例を示します。

Switch# call-home send "show diagnostic result module all" email support@example.com

Smart Call Home の設定とイネーブル化

Cisco Smart Call Home サービスの適用と設定の情報については、次の URL の『Smart Call Home 
User Guide』の「FastStart」の項を参照してください。

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

ユーザ ガイドには、デバイスから直接、または転送ゲートウェイ（TG）集約ポイントを介して Smart 
Call Home メッセージを送信するための設定例が記載されています。複数のデバイスをサポートする必

要のある場合や、セキュリティ要件によってデバイスがインターネットに直接接続されないことが必要

とされる場合は、TG 集約ポイントを使用できます。

Smart Call Home サービスは転送方法として HTTPS を使用するため、『Smart Call Home User Guide』
で説明されているように CA をトラストポイントとして設定する必要もあります。

Call Home 設定情報の表示
設定された Call Home 情報を表示するには、次の作業を行います。

例 65-1 ～ 65-7 は、show call-home コマンドの各種オプションを使用した結果を示しています。

コマンド 目的

Switch# show call-home Call Home 設定の概要を表示します。

Switch# show call-home detail Call Home 設定の詳細を表示します。

Switch# show call-home alert-group 使用可能なアラート グループとそれらのステータ

スを表示します。

Switch# show call-home mail-server status 設定済みの E メール サーバのアベイラビリティを

チェックして表示します。

Switch# show call-home profile {all | name} 指定された宛先プロファイルの設定を表示しま

す。all キーワードを使用してすべての宛先プロ

ファイルの設定を表示します。

Switch# show call-home statistics Call Home イベントの統計情報を表示します。

http://www.cisco.com
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例 65-1 設定済みの Call Home 情報

Switch# show call-home
call home feature : disable
    call home message's from address: switch@example.com
    call home message's reply-to address: support@example.com

    vrf for call-home messages: Not yet set up

    contact person's email address: technical@example.com

    contact person's phone number: +1-408-555-1234
    street address: 1234 Picaboo Street, Any city, Any state, 12345
    customer ID: ExampleCorp
    contract ID: X123456789
    site ID: SantaClara
    source ip address: Not yet set up
    source interface: Not yet set up
    Mail-server[1]: Address: smtp.example.com Priority: 1
    Mail-server[2]: Address: 192.168.0.1 Priority: 2
    Rate-limit: 20 message(s) per minute

Available alert groups:
    Keyword                  State   Description
    ------------------------ ------- -------------------------------
    configuration            Disable configuration info
    diagnostic               Disable diagnostic info
    environment              Disable environmental info
    inventory                Enable  inventory info
    syslog                   Disable syslog info
          
Profiles:
    Profile Name: campus-noc
    Profile Name: CiscoTAC-1

Switch#

例 65-2 設定済みの Call Home 情報の詳細

Switch# show call-home detail 
Current call home settings:
call home feature : disable
    call home message's from address: switch@example.com
    call home message's reply-to address: support@example.com

    vrf for call-home messages: Not yet set up

    contact person's email address: technical@example.com

    contact person's phone number: +1-408-555-1234
    street address: 1234 Picaboo Street, Any city, Any state, 12345
    customer ID: ExampleCorp
    contract ID: X123456789
    site ID: SantaClara
    source ip address: Not yet set up
    source interface: Not yet set up
    Mail-server[1]: Address: smtp.example.com Priority: 1
    Mail-server[2]: Address: 192.168.0.1 Priority: 2
    Rate-limit: 20 message(s) per minute

Available alert groups:
    Keyword                  State   Description
    ------------------------ ------- -------------------------------
    configuration            Disable configuration info
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    diagnostic               Disable diagnostic info
    environment              Disable environmental info
    inventory                Enable  inventory info
    syslog                   Disable syslog info

Profiles:

Profile Name: campus-noc
    Profile status: ACTIVE
    Preferred Message Format: long-text
    Message Size Limit: 3145728 Bytes
    Transport Method: email
    Email address(es): noc@example.com
    HTTP  address(es): Not yet set up

    Alert-group               Severity
    ------------------------  ------------
    inventory                 normal      

    Syslog-Pattern            Severity
    ------------------------  ------------
    N/A                       N/A

Profile Name: CiscoTAC-1
    Profile status: ACTIVE
    Preferred Message Format: xml
    Message Size Limit: 3145728 Bytes
    Transport Method: email
    Email address(es): callhome@cisco.com
    HTTP  address(es): https://tools.cisco.com/its/service/oddce/services/DDCEService

    Periodic configuration info message is scheduled every 1 day of the month at 09:27

    Periodic inventory info message is scheduled every 1 day of the month at 09: 12

    Alert-group               Severity
    ------------------------  ------------
    diagnostic                minor 
    environment               warning
    inventory                 normal      

    Syslog-Pattern            Severity
    ------------------------  ------------
    .*                        major       
Switch#

例 65-3 使用可能な Call Home アラート グループ

Switch# show call-home alert-group 
Available alert groups:
    Keyword                  State   Description
    ------------------------ ------- -------------------------------
    configuration            Disable configuration info
    diagnostic               Disable diagnostic info
    environment              Disable environmental info
    inventory                Enable  inventory info
    syslog                   Disable syslog info

Switch#

例 65-4 E メール サーバのステータス情報

Switch# show call-home mail-server status
Please wait. Checking for mail server status ...
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Translating "smtp.example.com"
    Mail-server[1]: Address: smtp.example.com Priority: 1 [Not Available]
    Mail-server[2]: Address: 192.168.0.1 Priority: 2 [Not Available]

Switch#

例 65-5 すべての宛先プロファイルの情報（定義済みおよびユーザ定義）

Switch# show call-home profile all

Profile Name: campus-noc
    Profile status: ACTIVE
    Preferred Message Format: long-text
    Message Size Limit: 3145728 Bytes
    Transport Method: email
    Email address(es): noc@example.com
    HTTP  address(es): Not yet set up

    Alert-group               Severity
    ------------------------  ------------
    inventory                 normal      

    Syslog-Pattern            Severity
    ------------------------  ------------
    N/A                       N/A

Profile Name: CiscoTAC-1
    Profile status: ACTIVE
    Preferred Message Format: xml
    Message Size Limit: 3145728 Bytes
    Transport Method: email
    Email address(es): callhome@cisco.com
    HTTP  address(es): https://tools.cisco.com/its/service/oddce/services/DDCEService

    Periodic configuration info message is scheduled every 1 day of the month at 09:27

    Periodic inventory info message is scheduled every 1 day of the month at 09:12

    Alert-group               Severity
    ------------------------  ------------
    diagnostic                minor       
    environment               warning 
    inventory               normal       

    Syslog-Pattern            Severity
    ------------------------  ------------
    .*                        major       

Switch#

例 65-6 ユーザ定義宛先プロファイルの情報 

Switch# show call-home profile CiscoTAC-1
Profile Name: CiscoTAC-1
    Profile status: INACTIVE
    Preferred Message Format: xml
    Message Size Limit: 3145728 Bytes
    Transport Method: email
    Email address(es): callhome@cisco.com
    HTTP  address(es): https://tools.cisco.com/its/service/oddce/services/DDCEService
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    Periodic configuration info message is scheduled every 11 day of the month at 11:25

    Periodic inventory info message is scheduled every 11 day of the month at 11:10

    Alert-group               Severity
    ------------------------  ------------
    diagnostic                minor       
    environment               warning     
    inventory                 normal      

    Syslog-Pattern            Severity
    ------------------------  ------------
    .*                        major 

例 65-7 Call Home の統計情報

Switch# show call-home statistics
Message Types    Total                Email                HTTP
-------------   -------------------- -------------------- ------------------
Total Success   0                    0                    0                    
    Config      0                    0                    0                    
    Diagnostic  0                    0                    0                    
    Environment 0                    0                    0                    
    Inventory   0                    0                    0                    
    SysLog      0                    0                    0                    
    Test        0                    0                    0                    
    Request     0                    0                    0                    
    Send-CLI    0                    0                    0                    

Total In-Queue  0                    0                    0                    
    Config      0                    0                    0                    
    Diagnostic  0                    0                    0                    
    Environment 0                    0                    0                    
    Inventory   0                    0                    0                    
    SysLog      0                    0                    0                    
    Test        0                    0                    0                   
    Request     0                    0                    0                    
    Send-CLI    0                    0                    0                    

Total Failed    0                    0                    0                    
    Config      0                    0                    0                    
    Diagnostic  0                    0                    0                    
    Environment 0                    0                    0                    
    Inventory   0                    0                    0                    
    SysLog      0                    0                    0                    
    Test        0                    0                    0                    
    Request     0                    0                    0                    
    Send-CLI    0                    0                    0                    

Total Ratelimit
      -dropped  0                    0                    0                    
    Config      0                    0                    0                    
    Diagnostic  0                    0                    0                    
    Environment 0                    0                    0                    
    Inventory   0                    0                    0                    
    SysLog      0                    0                    0                    
    Test        0                    0                    0                    
    Request     0                    0                    0                  
    Send-CLI    0                    0                    0                    

Last call-home message sent time: n/a
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Call Home のデフォルト設定
表 65-2 は Call Home のデフォルト設定を示しています。

アラート グループの起動イベントとコマンド
Call Home 起動イベントはアラート グループにグループ化され、各アラート グループにはイベントの

発生時に実行するよう CLI コマンドが割り当てられます。CLI コマンド出力は転送されるメッセージ

に含まれます。表 65-3 に、各アラート グループに含まれる起動イベントを示します。これには、各イ

ベントの重大度と実行されるアラート グループの CLI コマンドも含まれます。

表 65-2 Call Home のデフォルト設定

パラメータ デフォルト

Call Home 機能のステータス ディセーブル

ユーザ定義プロファイルのステータス アクティブ

定義済みのシスコ TAC プロファイルのステータス 非アクティブ

転送方法 E メール

メッセージのフォーマット タイプ XML

ロング テキスト、ショート テキスト、または XML 形式で送信されるメッセージ

の宛先メッセージのサイズ

3,145,728

アラート グループのステータス イネーブル

Call Home メッセージの重大度しきい値 1（normal）

1 分間に送信するメッセージのレート制限 20

表 65-3 Call Home アラート グループ、イベント、および動作

アラート グ
ループ

Call Home 起
動イベント Syslog イベント 重大度 説明と実行される CLI コマンド

Syslog syslog にログ記録されるイベント （syslog レベル 0、
1、または 2 の場合だけ、TAC に送信）。

実行される CLI コマンド

show logging
show inventory

SYSLOG LOG_EMERG 7 システムは使用不能。

SYSLOG LOG_ALERT 6 即時対処が必要。

SYSLOG LOG_CRIT 5 クリティカルな状態。

SYSLOG LOG_ERR 4 エラー状態。

SYSLOG LOG_WARNING 3 警告状態。

SYSLOG LOG_NOTICE 2 正常だが重大な状態。

SYSLOG LOG_INFO 1 情報。

SYSLOG LOG_DEBUG 0 デバッグレベル メッセージ。
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Environmental 電源、ファン、温度アラームのような環境感知要素

に関連するイベント （TAC に送信）。

実行される CLI コマンド

show module
show environment
show logging
show power
show inventory

TEMP_FAILU
RE

TempHigh 5 シャーシの温度が通常しきい値を超過

TEMP_FAILU
RE

Critical Temp 5 シャーシの温度が重大しきい値を超過

TEMP_FAILU
RE

Shutdown Temp 5 シャーシの温度が非常に高いため、システムが

シャット ダウン

TEMP_FAILU
RE

Some Temp Sensors 
Failed

3 一部の温度センサーが故障

TEMP_FAILU
RE

すべての温度センサー

が故障

5 すべての温度センサーが故障

TEMP_RECO
VER

TempOk 5 シャーシの温度は正常

POWER_FAIL
URE

PowerSupplyBad 5 電源が故障またはオフ

POWER_REC
OVERY

PowerSupplyGood 5 故障した電源が修復

POWER_FAIL
URE

PowerSupplyFanBad 3 電源ファンが故障

POWER_ 
RECOVERY

PowerSupplyFanGood 3 故障した電源ファンが修復

POWER_REC
OVERY

PowerSupplyOutputInc
reased

3 電源出力上昇

POWER_FAIL
URE

PowerSupplyOutputDe
creased

3 電源出力低下

POWER_FAIL
URE

InlinePowerSupplyBad 3 電源からのインライン パワー ソースが故障またはオ

フ

POWER_FAIL
URE

MixedPowerSupplyInC
hassis

3 混合電源がシャーシ内で検出

POWER_FAIL
URE

NotEnoughPowerChass
is

6 システムをサポートする電源が不足。システムが

シャットダウンする可能性がある。

POWER_ 
RECOVERY

InlinePowerSupplyGoo
d

3 故障したインライン パワー ソースが修復

FANTRAY_FA
ILURE

FanTrayPartialFailure 3 システム ファン トレイのファンまたはサーミスター

が故障

表 65-3 Call Home アラート グループ、イベント、および動作 （続き）

アラート グ
ループ

Call Home 起
動イベント Syslog イベント 重大度 説明と実行される CLI コマンド
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FANTRAY_FA
ILURE

FanTrayMismatch 3 ファン トレイ、スーパーバイザ、シャーシの組み合

わせが不正

FANTRAY_FA
ILURE

FanTrayBad 5 ファン トレイが故障

FANTRAY_ 
RECOVERY

FanTrayGood 3/5 故障していたファン トレイが修復。通知の重大度は

修復した故障によって異なる。

FANTRAY_ 
FAILURE

InsufficientFantray 6 システムをサポートするファン トレイが不足。シス

テムのシャット ダウンにつながる可能性あり。

CLOCK_ALA
RM

ClockSwitchover 2 クロック モジュールを別のクロックに切り替え

CLOCK_ALA
RM

Clock Faulty 3 クロック モジュールで異常が検出。

Inventory Inventory ステータスは、ユニットがコールド ブート

された場合や、FRU が挿入または取り外された場合

に指定される。これは重要ではないイベントと見な

されます。この情報はステータスと表題に使用され

ます。

実行される CLI コマンド

show module
show version
show inventory oid
show idprom all
show power

INSERTION Module 1 ラインカードまたはスーパーバイザ エンジンをス

ロットに挿入

REMOVAL Module 1 ラインカードまたはスーパーバイザ エンジンをス

ロットから取り外し

Diagnostic
Failure

1/3/4/5 標準またはインテリジェント ラインカードに関連す

るイベント

実行される CLI コマンド

show module
show version
show inventory
show buffers
show logging
show diagnostic result module x detail
show diagnostic result module all

表 65-3 Call Home アラート グループ、イベント、および動作 （続き）

アラート グ
ループ

Call Home 起
動イベント Syslog イベント 重大度 説明と実行される CLI コマンド
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メッセージの内容
次の表に、アラート グループ メッセージの内容の形式を示します。

• 表 65-4 では、ショート テキスト メッセージの内容フィールドについて説明しています。

• 表 65-5 では、ロング テキスト メッセージと XML メッセージすべてに共通の内容フィールドにつ

いて説明しています。特定のアラート グループ メッセージに固有のフィールドは、共通フィール

ドの間に挿入されます。挿入ポイントは表に示しています。

• 表 65-6 では、リアクティブ メッセージ（TAC を必要とするシステム障害）とプロアクティブ 
メッセージ（システム パフォーマンスが低下する可能性のある問題）に挿入される内容フィール

ドについて説明しています。

• 表 65-7 では、コンポーネント メッセージに挿入される内容フィールドについて説明しています。

Test TEST 1 ユーザが作成したテスト メッセージ

実行される CLI コマンド

show module
show version
show inventory

Configuration 1 ユーザが作成した設定要求

実行される CLI コマンド

show module
show inventory
show version
show running-config all
show startup-config

表 65-3 Call Home アラート グループ、イベント、および動作 （続き）

アラート グ
ループ

Call Home 起
動イベント Syslog イベント 重大度 説明と実行される CLI コマンド

表 65-4 ショート テキスト メッセージの形式

データ項目 説明

Device identification 設定されたデバイス名

Date/time stamp 起動イベントのタイム スタンプ

Error isolation message 起動イベントの簡単な説明（英語）

Alarm urgency level システム メッセージに適用されるようなエラー レベル
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表 65-5 ロング テキスト メッセージと XML メッセージすべてに共通のフィールド

データ項目

（プレーン テキスト

と XML）
説明

（プレーン テキストと XML）
XML タグ 

（XML のみ）

Time stamp ISO 時刻表記のイベントの日付とタイムスタンプ :

YYYY-MM-DDTHH:MM:SS 

日付と時刻の間に T を記載します。UTC との timezone/dst のオフセッ

トはすでに増減済みです。

CallHome/EventTime

Message name メッセージの名前。 ショート テキスト メッセージ

の場合のみ

Message type "Call Home" を指定。 CallHome/Event/Type

Message group "reactive" を指定。デフォルトは "reactive" であるため、この場合は任

意です。

CallHome/Event/SubType

Severity level メッセージの重大度。 Body/Block/Severity

Source ID このフィールドは、ワーク フローのエンジンを使用してルーティング

のための製品タイプを識別するために使用されます。通常は、製品

ファミリ名です。

長いテスト メッセージの場合

のみ

Device ID メッセージを生成するエンド デバイスの Unique Device Identifier
（UDI）。メッセージがファブリック スイッチに固有のものでない場

合、このフィールドは空です。

形式：type@Sid@serial

それぞれの説明は次のとおりです。

@:セパレータ文字

• Type：WS-C4503-E の場合、バックプレーン SEEPROM から読

み取られる製品モデル番号

• Sid:シャーシのシリアル番号としてシリアル ID を特定する "C"。

• Serial：Sid フィールドで識別されるシリアル番号

例："WS-C4503-E@C@SPE4465329F"

CallHome/Customer Data/ 
ContractData/ DeviceId

Customer ID サポート サービスによって契約情報やその他の ID に使用されるオプ

ションのユーザ設定可能なフィールド。

CallHome/Customer 
Data/ContractData/CustomerI
d

Contract ID サポート サービスによって契約情報やその他の ID に使用されるオプ

ションのユーザ設定可能なフィールド。

/CallHome/ Customer Data/ 
ContractData/ ContractId

Site ID シスコが提供したサイト ID または別のサポート サービスにとって意

味のあるその他のデータに使用されるオプションのユーザ設定可能な

フィールド。

CallHome/ CustomerData/ 
ContractData/ SiteId
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Server ID メッセージがファブリック スイッチから生成される場合、そのスイッ

チの UDI。メッセージが MA で代行または発信される場合、MA は 
MA UDI でこのフィールドを上書きします。

形式は type@Sid@serial です。

それぞれの説明は次のとおりです。

@:セパレータ文字

• type：WS-C4510R の場合、バックプレーン SEEPROM から読み

取られる製品モデル番号

• SID:シャーシ シリアル番号としてのシリアル ID を識別する「C」

• Serial：Sid フィールドで識別されるシリアル番号

例："WS-C4510R@C@CAT234765XR"

ロング テキスト メッセージの

場合のみ

Message description エラーを説明する短い文章。 CallHome/MessageDescriptio
n

Device name イベントが発生するノード。デバイスのホスト名です。 CallHome/ CustomerData/ 
SystemInfo/ Name

Contact name イベントの発生するノードに関連する問題を連絡する人物の名前。 CallHome/CustomerData/Syst
emInfo/Contact

Contact e-mail このユニットの連絡先である人物の E メール アドレス。 CallHome/CustomerData/Syst
emInfo/ContactEmail

Contact phone 
number

このユニットの連絡先である人物の電話番号。 CallHome/CustomerData/Syst
emInfo/ContactPhoneNumber

Street address このユニットに関連付けられた RMA 部品出荷の住所を含むオプショ

ンのフィールド。

CallHome/CustomerData/Syst
emInfo/StreetAddress

Model name 装置のモデル名（WS-C4503 など）。製品ファミリ名の一部としての

固有モデル。

CallHome/Device/Cisco_Chas
sis/Model

Serial number ユニットのシャーシのシリアル番号 CallHome/Device/Cisco_Chas
sis/SerialNumber

Chassis part number SEEPROM から読み込まれる、シャーシの上位アセンブリ番号

（WS-C4503 = 73-10558 など）。

CallHome/Device/Cisco_Chas
sis/AdditionalInformation/

AD@name="PartNumber"

特定のアラート グループ メッセージの固有のフィールドは、ここに挿入されます。

このアラート グループに対して複数の CLI コマンドが実行されると、次のフィールドが繰り返される場合があります。

Command output 
name

実行されたコマンドの正確な記述（show running-config コマンドな

ど）。

/aml/attachments/attachment/n
ame

表 65-5 ロング テキスト メッセージと XML メッセージすべてに共通のフィールド （続き）

データ項目

（プレーン テキスト

と XML）
説明

（プレーン テキストと XML）
XML タグ 

（XML のみ）
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Attachment type コマンド出力を指定 /aml/Attachments/attachment
@type

MIME type 通常はテキスト /プレーンまたは符号化タイプ /aml/Attachments/Attachment
/Data@encoding

表 65-6 対処的または予防的イベント メッセージに挿入されるフィールド

データ項目

（プレーン テキスト

と XML）
説明

（プレーン テキストと XML）
XML タグ 

（XML のみ）

Chassis hardware 
version

シャーシのハードウェア バージョン CallHome/Device/Cisco_Chas
sis/HardwareVersion

Supervisor module 
software version

上位ソフトウェア バージョン CallHome/Device/Cisco_Chas
sis/AdditionalInformation/AD
@name="SoftwareVersion"

Affected FRU name イベント メッセージを生成している問題の FRU の名前 CallHome/Device/Cisco_Chas
sis/Cisco_Card/Model

Affected FRU serial 
number

問題を起こした FRU のシリアル番号 CallHome/Device/Cisco_Chas
sis/Cisco_Card/SerialNumber

Affected FRU part 
number

問題を起こした FRU の部品番号 CallHome/Device/Cisco_Chas
sis/Cisco_Card/PartNumber

FRU slot イベント メッセージを生成している FRU のスロット番号 CallHome/Device/Cisco_Chas
sis/Cisco_Card/LocationWithi
nContainer

FRU hardware 
version

問題を起こした FRU のハードウェア バージョン CallHome/Device/Cisco_Chas
sis/Cisco_Card/HardwareVers
ion

FRU software 
version

問題を起こした FRU で動作するソフトウェア バージョン CallHome/Device/Cisco_Chas
sis/Cisco_Card/SoftwareIdenti
ty/VersionString

表 65-7 コンポーネント イベント メッセージの挿入フィールド

データ項目

（プレーン テキスト

と XML）
説明

（プレーン テキストと XML）
XML タグ

（XML のみ）

Chassis hardware 
version

シャーシのハードウェア バージョン CallHome/Device/Cisco_Cha
ssis/HardwareVersion

Supervisor module 
software version

上位ソフトウェア バージョン CallHome/Device/Cisco_Cha
ssis/AdditionalInformation/A
D@name="SoftwareVersion"

表 65-5 ロング テキスト メッセージと XML メッセージすべてに共通のフィールド （続き）

データ項目

（プレーン テキスト

と XML）
説明

（プレーン テキストと XML）
XML タグ 

（XML のみ）



65-26
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-25340-01-J

第 65 章      Call Home の設定

メッセージの内容

ロング テキスト形式による Syslog アラート通知の例

TimeStamp : 2009-02-06 12:57 GMT+00:00
Message Name : syslog
Message Type : Call Home
Message Group : reactive
Severity Level : 2
Source ID : Cat4500/4900
Device ID : WS-C4510R@C@1234567
Customer ID : 
Contract ID : 
Site ID : 
Server ID : WS-C4510R@C@1234567
Event Description : *Feb  6 12:57:54.121: %CLEAR-5-COUNTERS: Clear counter on all 
interfaces by console
System Name : Router
Contact Email : abc@example.com
Contact Phone : 
Street Address : 
Affected Chassis : WS-C4510R
Affected Chassis Serial Number : 1234567
Affected Chassis Part No : 12-3456-78
Affected Chassis Hardware Version : 1.1
Supervisor Software Version : 12.2(20090204:112419) 
Command Output Name : show logging
Attachment Type : command output
MIME Type : text/plain
Command Output Text : 
Syslog logging: enabled (0 messages dropped, 1 messages rate-limited, 0 flushes, 0 
overruns, xml disabled, filtering disabled)

No Active Message Discriminator.

Affected FRU name イベント メッセージを生成している問題の FRU の名前 CallHome/Device/Cisco_Cha
ssis/Cisco_Card/Model

Affected FRU s/n 問題を起こした FRU のシリアル番号 CallHome/Device/Cisco_Cha
ssis/Cisco_Card/SerialNumbe
r

Affected FRU part 
number

問題を起こした FRU の部品番号 CallHome/Device/Cisco_Cha
ssis/Cisco_Card/PartNumber

FRU slot イベント メッセージを生成している FRU のスロット番号 CallHome/Device/Cisco_Cha
ssis/Cisco_Card/LocationWit
hinContainer

FRU hardware 
version

問題を起こした FRU のハードウェア バージョン CallHome/Device/Cisco_Cha
ssis/Cisco_Card/HardwareVer
sion

FRU software 
version

問題を起こした FRU で動作するソフトウェア バージョン CallHome/Device/Cisco_Cha
ssis/Cisco_Card/SoftwareIden
tity/VersionString

表 65-7 コンポーネント イベント メッセージの挿入フィールド （続き）

データ項目

（プレーン テキスト

と XML）
説明

（プレーン テキストと XML）
XML タグ

（XML のみ）
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メッセージの内容

No Inactive Message Discriminator.

    Console logging: level debugging, 95 messages logged, xml disabled,
                     filtering disabled
    Monitor logging: level debugging, 0 messages logged, xml disabled,
                     filtering disabled
    Buffer logging:  level debugging, 95 messages logged, xml disabled,
                     filtering disabled
    Exception Logging: size (8192 bytes)
    Count and timestamp logging messages: disabled
    Persistent logging: disabled

No active filter modules.

    Trap logging: level informational, 118 message lines logged

Log Buffer (4096 bytes):
00:59:54.379: %CALL_HOME-3-HTTP_REQUEST_FAILED: failed to send HTTP request to :
    https://172.17.46.17/its/service/oddce/services/DDCEService 
        (ERR 107 : Bad parameters)
*Feb  6 00:59:55.379: %CALL_HOME-3-HTTP_REQUEST_FAILED: failed to send HTTP request to :
    https://172.17.46.17/its/service/oddce/services/DDCEService 
        (ERR 107 : Bad parameters)
*Feb  6 01:04:37.903: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
*Feb  6 01:04:51.783: %C4K_IOSMODPORTMAN-4-POWERSUPPLYREMOVED: Power supply 1 has been 
removed
*Feb  6 01:04:56.047: %CALL_HOME-3-SMTP_SEND_FAILED: Unable to send notification using all 
SMTP servers (ERR 6, error in reply from SMTP server)
*Feb  6 01:05:01.823: %C4K_IOSMODPORTMAN-6-POWERSUPPLYINSERTEDDETAILED: Power supply 1 
(PWR-C45-1300ACV S/N: DTM123900VH Hw: 5.2) has been inserted
*Feb  6 01:05:01.823: %C4K_IOSMODPORTMAN-4-POWERSUPPLYBAD: Power supply 1 has failed or 
been turned off
*Feb  6 01:05:01.823: %C4K_CHASSIS-3-MIXINPOWERDETECTED: Power supplies in the chassis are 
of different types (AC/DC) or wattage
*Feb  6 01:05:51.827: %C4K_IOSMODPORTMAN-4-POWERSUPPLYREMOVED: Power supply 1 has been 
removed
*Feb  6 01:05:56.087: %CALL_HOME-3-SMTP_SEND_FAILED: Unable to send notification using all 
SMTP servers (ERR 6, error in reply from SMTP server)
*Feb  6 01:05:56.867: %C4K_IOSMODPORTMAN-6-POWERSUPPLYINSERTEDDETAILED: Power supply 1 
(PWR-C45-1300ACV S/N: DTM123900VH Hw: 5.2) has been inserted
*Feb  6 01:05:56.867: %C4K_IOSMODPORTMAN-4-POWERSUPPLYBAD: Power supply 1 has failed or 
been turned off
*Feb  6 01:05:56.867: %C4K_CHASSIS-3-MIXINPOWERDETECTED: Power supplies in the chassis are 
of different types (AC/DC) or wattage
*Feb  6 01:06:31.871: %C4K_IOSMODPORTMAN-4-POWERSUPPLYREMOVED: Power supply 2 has been 
removed
*Feb  6 01:06:31.871: %C4K_CHASSIS-3-INSUFFICIENTPOWERSUPPLIESDETECTED: Insufficient power 
supplies present for specified configuration
*Feb  6 01:06:31.871: %C4K_CHASSIS-2-INSUFFICIENTPOWERDETECTED: Insufficient power 
available for the current chassis configuration
*Feb  6 01:06:36.907: %C4K_IOSMODPORTMAN-6-POWERSUPPLYINSERTEDDETAILED: Power supply 2 
(PWR-C45-1400AC S/N: AZS11260B3M Hw: 2.3) has been inserted
*Feb  6 01:08:06.911: %C4K_IOSMODPORTMAN-4-POWERSUPPLYREMOVED: Power supply 1 has been 
removed
*Feb  6 01:08:11.171: %CALL_HOME-3-SMTP_SEND_FAILED: Unable to send notification using all 
SMTP servers (ERR 6, error in reply from SMTP server)
*Feb  6 01:08:11.951: %C4K_IOSMODPORTMAN-6-POWERSUPPLYINSERTEDDETAILED: Power supply 1 
(PWR-C45-1300ACV S/N: DTM123900VH Hw: 5.2) has been inserted
*Feb  6 01:08:11.951: %C4K_IOSMODPORTMAN-4-POWERSUPPLYBAD: Power supply 1 has failed or 
been turned off
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メッセージの内容

*Feb  6 01:08:11.951: %C4K_CHASSIS-3-MIXINPOWERDETECTED: Power supplies in the chassis are 
of different types (AC/DC) or wattage
*Feb  6 01:10:35.371: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
*Feb  6 01:12:06.955: %C4K_IOSMODPORTMAN-4-POWERSUPPLYREMOVED: Power supply 1 has been 
removed
*Feb  6 01:12:11.995: %C4K_IOSMODPORTMAN-6-POWERSUPPLYINSERTEDDETAILED: Power supply 1 
(PWR-C45-1300ACV S/N: DTM123900VH Hw: 5.2) has been inserted
*Feb  6 01:12:11.995: %C4K_IOSMODPORTMAN-4-POWERSUPPLYBAD: Power supply 1 has failed or 
been turned off
*Feb  6 01:12:11.995: %C4K_CHASSIS-3-MIXINPOWERDETECTED: Power supplies in the chassis are 
of different types (AC/DC) or wattage
*Feb  6 01:13:06.999: %C4K_IOSMODPORTMAN-4-POWERSUPPLYREMOVED: Power supply 2 has been 
removed
*Feb  6 01:13:06.999: %C4K_CHASSIS-3-INSUFFICIENTPOWERSUPPLIESDETECTED: Insufficient power 
supplies present for specified configuration
*Feb  6 01:13:06.999: %C4K_CHASSIS-2-INSUFFICIENTPOWERDETECTED: Insufficient power 
available for the current chassis configuration
*Feb  6 01:13:12.035: %C4K_IOSMODPORTMAN-6-POWERSUPPLYINSERTEDDETAILED: Power supply 2 
(PWR-C45-1400AC S/N: AZS11260B3M Hw: 2.3) has been inserted
*Feb  6 01:36:04.079: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
*Feb  6 12:51:46.001: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
*Feb  6 12:54:15.905: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Switch#
Command Output Name : show inventory
Attachment Type : command output
MIME Type : text/plain
Command Output Text : NAME: "Switch System", DESCR: "Cisco Systems, Inc. WS-C4510R 10 slot 
switch "
PID: WS-C4510R         , VID: V06  , SN: 1234567

NAME: "Clock Module", DESCR: "Clock Module"
PID: WS-X4K-CLOCK      , VID: V04  , SN: 12345671

NAME: "Mux Buffer 3 ", DESCR: "Mux Buffers for Redundancy Logic"
PID: WS-X4590          , VID: V04  , SN: 12345672

NAME: "Mux Buffer 4 ", DESCR: "Mux Buffers for Redundancy Logic"
PID: WS-X4590          , VID: V04  , SN: 12345673

NAME: "Mux Buffer 5 ", DESCR: "Mux Buffers for Redundancy Logic"
PID: WS-X4590          , VID: V04  , SN: 12345674

NAME: "Mux Buffer 6 ", DESCR: "Mux Buffers for Redundancy Logic"
PID: WS-X4590          , VID: V04  , SN: 12345675

NAME: "Mux Buffer 7 ", DESCR: "Mux Buffers for Redundancy Logic"
PID: WS-X4590          , VID: V04  , SN: 12345676

NAME: "Mux Buffer 8 ", DESCR: "Mux Buffers for Redundancy Logic"
PID: WS-X4590          , VID: V04  , SN: 12345677

NAME: "Mux Buffer 9 ", DESCR: "Mux Buffers for Redundancy Logic"
PID: WS-X4590          , VID: V04  , SN: 12345678

NAME: "Mux Buffer 10 ", DESCR: "Mux Buffers for Redundancy Logic"
PID: WS-X4590          , VID: V04  , SN: 12345679

NAME: "Linecard(slot 2)", DESCR: "Supervisor V-10GE with 2 10GE X2 ports, and 4 1000BaseX 
SFP ports"
PID: WS-X4516-10GE     , VID: V07  , SN: 1234567A

NAME: "Linecard(slot 3)", DESCR: "10/100/1000BaseT (RJ45)V with 48 10/100/1000 baseT voice 
power ports (Cisco/IEEE)"
PID: WS-X4548-GB-RJ45V , VID: V08  , SN: 1234567B
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NAME: "Linecard(slot 4)", DESCR: "10/100/1000BaseT (RJ45)V with 48 10/100/1000 baseT voice 
power ports (Cisco/IEEE)"
PID: WS-X4548-GB-RJ45V , VID: V08  , SN: 1234567C

NAME: "Linecard(slot 5)", DESCR: "10/100BaseTX (RJ45) with 32 10/100 baseT and 4 100FX 
daughtercard ports"
PID: WS-X4232-RJ-XX    , VID: V05  , SN: 1234567D

NAME: "Fan", DESCR: "FanTray"
PID: WS-X4582          , VID: V03  , SN: 1234567E

NAME: "Power Supply 1", DESCR: "Power Supply ( AC 1300W )"
PID: PWR-C45-1300ACV   , VID: V05  , SN: 1234567F

NAME: "Power Supply 2", DESCR: "Power Supply ( AC 1400W )"
PID: PWR-C45-1400AC    , VID: V04  , SN: 1234567G

XML 形式による Syslog アラート通知の例

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soap-env:Envelope xmlns:soap-env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
<soap-env:Header>
<aml-session:Session xmlns:aml-session="http://www.cisco.com/2004/01/aml-session" 
soap-env:mustUnderstand="true" 
soap-env:role="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope/role/next">
<aml-session:To>http://tools.cisco.com/neddce/services/DDCEService</aml-session:To>
<aml-session:Path>
<aml-session:Via>http://www.cisco.com/appliance/uri</aml-session:Via>
</aml-session:Path>
<aml-session:From>http://www.cisco.com/appliance/uri</aml-session:From>
<aml-session:MessageId>M44:1234567:abcd</aml-session:MessageId>
</aml-session:Session>
</soap-env:Header>
<soap-env:Body>
<aml-block:Block xmlns:aml-block="http://www.cisco.com/2004/01/aml-block">
<aml-block:Header>
<aml-block:Type>http://www.cisco.com/2005/05/callhome/syslog</aml-block:Type>
<aml-block:CreationDate>2009-02-06 12:58:31 GMT+00:00</aml-block:CreationDate>
<aml-block:Builder>
<aml-block:Name>Cat4500/4900</aml-block:Name>
<aml-block:Version>2.0</aml-block:Version>
</aml-block:Builder>
<aml-block:BlockGroup>
<aml-block:GroupId>G45:1234567:abcd</aml-block:GroupId>
<aml-block:Number>0</aml-block:Number>
<aml-block:IsLast>true</aml-block:IsLast>
<aml-block:IsPrimary>true</aml-block:IsPrimary>
<aml-block:WaitForPrimary>false</aml-block:WaitForPrimary>
</aml-block:BlockGroup>
<aml-block:Severity>2</aml-block:Severity>
</aml-block:Header>
<aml-block:Content>
<ch:CallHome xmlns:ch="http://www.cisco.com/2005/05/callhome" version="1.0">
<ch:EventTime>2009-02-06 12:58:30 GMT+00:00</ch:EventTime>
<ch:MessageDescription>*Feb  6 12:58:30.293: %CLEAR-5-COUNTERS: Clear counter on all 
interfaces by console</ch:MessageDescription>
<ch:Event>
<ch:Type>syslog</ch:Type>
<ch:SubType></ch:SubType>
<ch:Brand>Cisco Systems</ch:Brand>
<ch:Series>Cat4k Series Switches</ch:Series>



65-30
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-25340-01-J

第 65 章      Call Home の設定

メッセージの内容

</ch:Event>
<ch:CustomerData>
<ch:UserData>
<ch:Email>abc@example.com</ch:Email>
</ch:UserData>
<ch:ContractData>
<ch:CustomerId></ch:CustomerId>
<ch:SiteId></ch:SiteId>
<ch:ContractId></ch:ContractId>
<ch:DeviceId>WS-C4510R@C@1234567</ch:DeviceId>
</ch:ContractData>
<ch:SystemInfo>
<ch:Name>Switch</ch:Name>
<ch:Contact></ch:Contact>
<ch:ContactEmail>abc@example.com</ch:ContactEmail>
<ch:ContactPhoneNumber></ch:ContactPhoneNumber>
<ch:StreetAddress></ch:StreetAddress>
</ch:SystemInfo>
<ch:CCOID></ch:CCOID>
</ch:CustomerData>
<ch:Device>
<rme:Chassis xmlns:rme="http://www.cisco.com/rme/4.0">
<rme:Model>WS-C4510R</rme:Model>
<rme:HardwareVersion>1.1</rme:HardwareVersion>
<rme:SerialNumber>1234567</rme:SerialNumber>
<rme:AdditionalInformation>
<rme:AD name="PartNumber" value="12-3456-05" />
<rme:AD name="SoftwareVersion" value="12.2(20090204:112419)" />
<rme:AD name="SystemObjectId" value="1.2.3.4.5.6.7.537" />
<rme:AD name="SystemDescription" value="Cisco IOS Software, Catalyst 4500 L3 Switch 
Software (cat4500-ENTSERVICES-M), Experimental Version 12.2(20090204:112419) Copyright (c) 
1986-2009 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Fri 06-Feb-09 15:22 by abc" />
</rme:AdditionalInformation>
</rme:Chassis>
</ch:Device>
</ch:CallHome>
</aml-block:Content>
<aml-block:Attachments>
<aml-block:Attachment type="inline">
<aml-block:Name>show logging</aml-block:Name>
<aml-block:Data encoding="plain">
<![CDATA[
Syslog logging: enabled (0 messages dropped, 1 messages rate-limited, 0 flushes, 0 
overruns, xml disabled, filtering disabled)

No Active Message Discriminator.

No Inactive Message Discriminator.

    Console logging: level debugging, 97 messages logged, xml disabled,
                     filtering disabled
    Monitor logging: level debugging, 0 messages logged, xml disabled,
                     filtering disabled
    Buffer logging:  level debugging, 97 messages logged, xml disabled,
                     filtering disabled
    Exception Logging: size (8192 bytes)
    Count and timestamp logging messages: disabled
    Persistent logging: disabled

No active filter modules.



65-31
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-25340-01-J

第 65 章      Call Home の設定

メッセージの内容

    Trap logging: level informational, 120 message lines logged

Log Buffer (4096 bytes):
 107 : Bad parameters)
*Feb  6 00:59:55.379: %CALL_HOME-3-HTTP_REQUEST_FAILED: failed to send HTTP request to :
    https://172.17.46.17/its/service/oddce/services/DDCEService 
        (ERR 107 : Bad parameters)
*Feb  6 01:04:37.903: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
*Feb  6 01:04:51.783: %C4K_IOSMODPORTMAN-4-POWERSUPPLYREMOVED: Power supply 1 has been 
removed
*Feb  6 01:04:56.047: %CALL_HOME-3-SMTP_SEND_FAILED: Unable to send notification using all 
SMTP servers (ERR 6, error in reply from SMTP server)
*Feb  6 01:05:01.823: %C4K_IOSMODPORTMAN-6-POWERSUPPLYINSERTEDDETAILED: Power supply 1 
(PWR-C45-1300ACV S/N: DTM123900VH Hw: 5.2) has been inserted
*Feb  6 01:05:01.823: %C4K_IOSMODPORTMAN-4-POWERSUPPLYBAD: Power supply 1 has failed or 
been turned off
*Feb  6 01:05:01.823: %C4K_CHASSIS-3-MIXINPOWERDETECTED: Power supplies in the chassis are 
of different types (AC/DC) or wattage
*Feb  6 01:05:51.827: %C4K_IOSMODPORTMAN-4-POWERSUPPLYREMOVED: Power supply 1 has been 
removed
*Feb  6 01:05:56.087: %CALL_HOME-3-SMTP_SEND_FAILED: Unable to send notification using all 
SMTP servers (ERR 6, error in reply from SMTP server)
*Feb  6 01:05:56.867: %C4K_IOSMODPORTMAN-6-POWERSUPPLYINSERTEDDETAILED: Power supply 1 
(PWR-C45-1300ACV S/N: DTM123900VH Hw: 5.2) has been inserted
*Feb  6 01:05:56.867: %C4K_IOSMODPORTMAN-4-POWERSUPPLYBAD: Power supply 1 has failed or 
been turned off
*Feb  6 01:05:56.867: %C4K_CHASSIS-3-MIXINPOWERDETECTED: Power supplies in the chassis are 
of different types (AC/DC) or wattage
*Feb  6 01:06:31.871: %C4K_IOSMODPORTMAN-4-POWERSUPPLYREMOVED: Power supply 2 has been 
removed
*Feb  6 01:06:31.871: %C4K_CHASSIS-3-INSUFFICIENTPOWERSUPPLIESDETECTED: Insufficient power 
supplies present for specified configuration
*Feb  6 01:06:31.871: %C4K_CHASSIS-2-INSUFFICIENTPOWERDETECTED: Insufficient power 
available for the current chassis configuration
*Feb  6 01:06:36.907: %C4K_IOSMODPORTMAN-6-POWERSUPPLYINSERTEDDETAILED: Power supply 2 
(PWR-C45-1400AC S/N: AZS11260B3M Hw: 2.3) has been inserted
*Feb  6 01:08:06.911: %C4K_IOSMODPORTMAN-4-POWERSUPPLYREMOVED: Power supply 1 has been 
removed
*Feb  6 01:08:11.171: %CALL_HOME-3-SMTP_SEND_FAILED: Unable to send notification using all 
SMTP servers (ERR 6, error in reply from SMTP server)
*Feb  6 01:08:11.951: %C4K_IOSMODPORTMAN-6-POWERSUPPLYINSERTEDDETAILED: Power supply 1 
(PWR-C45-1300ACV S/N: DTM123900VH Hw: 5.2) has been inserted
*Feb  6 01:08:11.951: %C4K_IOSMODPORTMAN-4-POWERSUPPLYBAD: Power supply 1 has failed or 
been turned off
*Feb  6 01:08:11.951: %C4K_CHASSIS-3-MIXINPOWERDETECTED: Power supplies in the chassis are 
of different types (AC/DC) or wattage
*Feb  6 01:10:35.371: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
*Feb  6 01:12:06.955: %C4K_IOSMODPORTMAN-4-POWERSUPPLYREMOVED: Power supply 1 has been 
removed
*Feb  6 01:12:11.995: %C4K_IOSMODPORTMAN-6-POWERSUPPLYINSERTEDDETAILED: Power supply 1 
(PWR-C45-1300ACV S/N: DTM123900VH Hw: 5.2) has been inserted
*Feb  6 01:12:11.995: %C4K_IOSMODPORTMAN-4-POWERSUPPLYBAD: Power supply 1 has failed or 
been turned off
*Feb  6 01:12:11.995: %C4K_CHASSIS-3-MIXINPOWERDETECTED: Power supplies in the chassis are 
of different types (AC/DC) or wattage
*Feb  6 01:13:06.999: %C4K_IOSMODPORTMAN-4-POWERSUPPLYREMOVED: Power supply 2 has been 
removed
*Feb  6 01:13:06.999: %C4K_CHASSIS-3-INSUFFICIENTPOWERSUPPLIESDETECTED: Insufficient power 
supplies present for specified configuration
*Feb  6 01:13:06.999: %C4K_CHASSIS-2-INSUFFICIENTPOWERDETECTED: Insufficient power 
available for the current chassis configuration
*Feb  6 01:13:12.035: %C4K_IOSMODPORTMAN-6-POWERSUPPLYINSERTEDDETAILED: Power supply 2 
(PWR-C45-1400AC S/N: AZS11260B3M Hw: 2.3) has been inserted
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*Feb  6 01:36:04.079: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
*Feb  6 12:51:46.001: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
*Feb  6 12:54:15.905: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
*Feb  6 12:57:54.121: %CLEAR-5-COUNTERS: Clear counter on all interfaces by console
*Feb  6 12:58:24.093: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Switch#]]></aml-block:Data>
</aml-block:Attachment>
<aml-block:Attachment type="inline">
<aml-block:Name>show inventory</aml-block:Name>
<aml-block:Data encoding="plain">
<![CDATA[NAME: "Switch System", DESCR: "Cisco Systems, Inc. WS-C4510R 10 slot switch "
PID: WS-C4510R         , VID: V06  , SN: 1234567

NAME: "Clock Module", DESCR: "Clock Module"
PID: WS-X4K-CLOCK      , VID: V04  , SN: 12345671

NAME: "Mux Buffer 3 ", DESCR: "Mux Buffers for Redundancy Logic"
PID: WS-X4590          , VID: V04  , SN: 12345672

NAME: "Mux Buffer 4 ", DESCR: "Mux Buffers for Redundancy Logic"
PID: WS-X4590          , VID: V04  , SN: 12345673

NAME: "Linecard(slot 2)", DESCR: "Supervisor V-10GE with 2 10GE X2 ports, and 4 1000BaseX 
SFP ports"
PID: WS-X4516-10GE     , VID: V07  , SN: 12345674

NAME: "Linecard(slot 3)", DESCR: "10/100/1000BaseT (RJ45)V with 48 10/100/1000 baseT voice 
power ports (Cisco/IEEE)"
PID: WS-X4548-GB-RJ45V , VID: V08  , SN: 12345675

NAME: "Linecard(slot 4)", DESCR: "10/100/1000BaseT (RJ45)V with 48 10/100/1000 baseT voice 
power ports (Cisco/IEEE)"
PID: WS-X4548-GB-RJ45V , VID: V08  , SN: 12345676

NAME: "Linecard(slot 5)", DESCR: "10/100BaseTX (RJ45) with 32 10/100 baseT and 4 100FX 
daughtercard ports"
PID: WS-X4232-RJ-XX    , VID: V05  , SN: 12345677

NAME: "Fan", DESCR: "FanTray"
PID: WS-X4582          , VID: V03  , SN: 12345678

NAME: "Power Supply 1", DESCR: "Power Supply ( AC 1300W )"
PID: PWR-C45-1300ACV   , VID: V05  , SN: 12345679

NAME: "Power Supply 2", DESCR: "Power Supply ( AC 1400W )"
PID: PWR-C45-1400AC    , VID: V04  , SN: 1234567A

Switch#]]></aml-block:Data>
</aml-block:Attachment>
</aml-block:Attachments>
</aml-block:Block>
</soap-env:Body>
</soap-env:Envelope>
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66
Cisco IOS IP SLA 動作の設定

この章では、Catalyst 4500 シリーズ スイッチで Cisco IOS IP サービス レベル契約（SLA）を使用する

方法について説明します。Cisco IP SLA は Cisco IOS ソフトウェアの一部であり、シスコのお客様は

連続的で信頼性の高い確実な方法でトラフィックを生成するアクティブ トラフィック モニタリングを

行って IP アプリケーションとサービスの IP サービス レベルを分析し、ネットワーク パフォーマンス

を測定することができます。Cisco IOS SLA を使用すると、サービス プロバイダーのお客様はサービ

ス レベル契約の検討と提供、企業のお客様はサービス レベルの検証、外部委託しているサービス レベ

ル契約の検証、およびネットワーク パフォーマンスを把握することができます。Cisco IOS IP SLA は、

ネットワーク アセスメントを実行することで Quality of Service（QoS）の検証、新しいサービス導入

の簡易化、ネットワーク トラブルシューティングの補助を可能にします。

IP ベースまたは LAN ベース フィーチャ セットが稼働するスイッチは IP SLA 応答側の機能だけをサ

ポートしており、IP SLA 機能をすべてサポートする別のデバイス（たとえば、IP サービス フィーチャ 
セットが稼働する Catalyst 4500 シリーズ スイッチ）とともに設定される必要があります。

スイッチは、組み込みのトラフィック シミュレータもサポートしています。これは、Cisco IOS IP 
SLA ビデオ動作を使用して、Telepresence、IPTV、IP ビデオ サーベイランス カメラなど、さまざま

なビデオ アプリケーションの合成トラフィックを生成します。次の目的のために、このシミュレータ 
ツールを使用できます。

– ネットワーク パフォーマンス要件の厳しいアプリケーションを導入する前にネットワーク ア
セスメントを行うため。

– 導入後のネットワーク関連のパフォーマンスの問題を Cisco Mediatrace と連携してトラブル

シューティングするため。

このトラフィック シミュレータには、複数のテストを同時または定期的に、長期にわたって実行でき

る高性能なスケジューラが含まれています（Enterprise ServicesEnterprise Services フィーチャ セット

が稼働しているスイッチでだけサポート）。この機能の設定については、次の URL にある

『Configuring Cisco IOS IP SLAs Video Operations』を参照してください。
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipsla/configuration/12-2se/sla_video.html

IP SLA の詳細については、次の URL にある『Cisco IOS IP SLAs Configuration Guide, Release 12.4T』
を参照してください。
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipsla/configuration/guide/12_4t/sla_12_4t_book.html

コマンドの構文については、次の URL にあるコマンド リファレンスを参照してください。
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipsla/command/reference/sla_book.html

この章で説明する内容は、次のとおりです。

• 「Cisco IOS IP SLA の概要」（P.66-2）

• 「IP SLA 動作の設定」（P.66-6）

• 「IP SLA 動作のモニタリング」（P.66-13）

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipsla/configuration/12-2se/sla_video.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipsla/configuration/guide/12_4t/sla_12_4t_book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipsla/command/reference/sla_book.html
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Cisco IOS IP SLA の概要
CiscoIOS IP SLA はネットワークにデータを送信し、複数のネットワーク間あるいは複数のネットワー

ク パス内のパフォーマンスを測定します。ネットワーク データおよび IP サービスをシミュレーション

し、ネットワーク パフォーマンス情報をリアル タイムで収集します。Cisco IOS IP SLA は、Cisco 
IOS デバイス間のトラフィックまたは Cisco IOS デバイスからネットワーク アプリケーション サーバ

のようなリモート IP デバイスへのトラフィックを生成し、分析します。さまざまな Cisco IOS IP SLA 
動作で評価を実行し、トラブルシューティング、問題分析、ネットワーク トポロジの設計に使用しま

す。

Cisco IOS IP SLA 動作に応じてシスコ デバイスのネットワーク パフォーマンス統計情報がモニタリン

グされ、コマンドライン インターフェイス（CLI）MIB および簡易ネットワーク管理プロトコル

（SNMP）MIB に格納されます。IP SLA パケットには設定可能な IP レイヤおよびアプリケーション層

のオプションがあります。たとえば、発信元および宛先 IP アドレス、ユーザ データグラム プロトコル

（UDP）/TCP ポート番号、タイプ オブ サービス（ToS）バイト（Differentiated Services Code Point
（DSCP; DiffServ コード ポイント）および IP プレフィックス ビットを含む）、VPN 
Routing/Forwarding Instance（VRF; VPN ルーティング /転送インスタンス）、URL Web アドレスなど

が設定できます。

Cisco IP SLA はレイヤ 2 転送に依存していないので、異なるネットワーク間にエンドツーエンド動作

を設定してエンド ユーザが経験しそうなメトリックを 大限に反映させることができます。IP SLA 
は、次のような一意のパフォーマンス メトリックのサブセットを収集します。

• 遅延（往復および一方向） 

• ジッタ（方向性あり） 

• パケット損失（方向性あり） 

• パケット シーケンス（パケット順序） 

• パス（ホップ単位） 

• 接続（方向性あり） 

• サーバまたは Web サイトのダウンロード時間 

Cisco IP SLA は SNMP によるアクセスが可能なので、Cisco Works Internetwork Performance Monitor
（IPM）やサードパーティ製パフォーマンス管理製品などのパフォーマンス モニタリング アプリケー

ションでも使用できます。Cisco IOS IP SLA を使用するネットワーク管理製品については、次の URL 
を参照してください。

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

IP SLA を使用すると次のような利点があります。

• SLA モニタリング、評価、検証。

• ネットワーク パフォーマンス モニタリング。

– ネットワーク内のジッタ、遅延、パケット損失が測定できる。

– 連続的で信頼性のある確実な評価ができる。

• IP サービス ネットワーク ヘルス アセスメントにより、既存の QoS が新しい IP サービスに適して

いることを確認できる。

• 端末間のネットワーク アベイラビリティをモニタリングして、ネットワーク リソースをあらかじ

め検証し接続をテストできる（たとえば、ビジネス上の重要なデータを保存する NFS サーバの

ネットワーク アベイラビリティをリモート サイトから確認できる）。

• 信頼性の高い評価を連続的に行ってネットワーク動作のトラブルシューティングを行うので、問題

をすぐに特定しトラブルシューティングにかかる時間を短縮できる。

http://www.cisco.com/go/ipsla
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• マルチプロトコル ラベル スイッチング（MPLS）パフォーマンス モニタリングとネットワークの

検証を行う（MPLS をサポートするスイッチの場合）。

ここでは、次の IP SLA 機能について説明します。

• 「Cisco IOS IP SLA によるネットワーク パフォーマンスの測定」（P.66-3）

• 「IP SLA Responder と IP SLA コントロール プロトコル」（P.66-4）

• 「IP SLA の応答時間の計算」（P.66-4）

• 「IP SLA 動作のスケジューリング」（P.66-5）

• 「IP SLA 動作のしきい値のモニタリング」（P.66-5）

Cisco IOS IP SLA によるネットワーク パフォーマンスの測定

IP SLA を使用して、プローブを物理的に配置せずに、コア、分散、エッジといったネットワーク内の

任意のエリア間のパフォーマンスをモニタリングすることができます。2 つのネットワーク デバイス間

のネットワーク パフォーマンスは、生成トラフィックで測定します。図 66-1 に、送信元デバイスが宛

先デバイスに生成パケットを送信するときに IP SLA が開始される手順を示します。宛先デバイスがパ

ケットを受信すると、IP SLA 動作の種類によって、送信元のタイム スタンプ情報に応じてパフォーマ

ンス メトリックを算出します。IP SLA 動作は、特定のプロトコル（UDP など）を使用してネット

ワークの送信元から宛先へのネットワーク測定を行います。

図 66-1 Cisco IOS IP SLA 動作

IP SLA ネットワーク パフォーマンス測定を実施する手順は次のとおりです。

1. 必要であれば、IP SLA Responder をイネーブルにします。

2. 必要な IP SLA 動作タイプを設定します。

3. 指定された動作タイプのオプションを設定します。

4. 必要であれば、しきい値条件を設定します。

5. 動作の実行スケジュールを指定し、しばらく動作を実行して統計情報を収集します。

6. Cisco IOS CLI を使用するか Network Management System（NMS; ネットワーク管理システ

ム）と SNMP を併用して、動作の結果を表示し確認します。
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IP SLA 動作の詳細については、次の URL にある『Cisco IOS IP SLAs Configuration Guide』の動作に

ついての章を参照してください。
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipsla/configuration/guide/12_4t/sla_12_4t_book.html

スイッチでは、ゲートキーパー登録遅延動作測定を使用する Voice over IP（VoIP）サービス レベルを

サポートしません。IP SLA アプリケーションを設定する前に、show ip sla application 特権 EXEC コ
マンドを使用してソフトウェア イメージで動作タイプがサポートされていることを確認してください。

IP SLA Responder と IP SLA コントロール プロトコル

IP SLA Responder は宛先シスコ デバイスに組み込まれたコンポーネントで、システムが IP SLA 要求

パケットを予想して応答します。Responder は専用プローブなしで正確な測定を行います。Responder 
は、受信および応答するポートが通知されるメカニズムを Cisco IOS IP SLA コントロール プロトコル

を通じて実現します。Cisco IOS デバイスだけが宛先 IP SLA Responder の送信元になります。

（注） IP SLA 応答側には、LAN ベース フィーチャ セットを実行している Catalyst 3750-X や 3560-X スイッ

チまたは Catalyst 2960 スイッチなど、Cisco IOS レイヤ 2 応答側設定可能スイッチが使用できます。

Responder は、IP SLA 機能を全面的にサポートする必要はありません。

図 66-1 に、IP ネットワーク内での Cisco IOS IP SLA Responder の配置場所を示します。Responder 
は、IP SLA 動作から送信されたコントロール プロトコル メッセージを指定されたポートで受信しま

す。コントロール メッセージを受信したら、指定された UDP または TCP ポートを指定された時間だ

けイネーブルにします。この間に、Responder は要求を受け付け、応答します。Responder は、IP 
SLA パケットに応答した後または指定の時間が経過したらポートをディセーブルにします。セキュリ

ティの向上のために、コントロール メッセージでは MD5 認証が利用できます。

すべての IP SLA 動作に対して宛先デバイスの Responder をイネーブルにする必要はありません。たと

えば、宛先ルータが提供しているサービス（Telnet や HTTP など）は Responder では必要ありません。

他社製のデバイスに IP SLA Responder を設定することはできません。また、Cisco IOS IP SLA はこれ

らのデバイス固有のサービスに対してだけ動作パケットを送信できます。

IP SLA の応答時間の計算 
スイッチとルータは、他のハイ プライオリティ プロセスがあるために、着信パケットの処理に数十ミ

リ秒かかることがあります。この遅延により応答時間が影響を受けます。テストパケットの応答が処理

待ちのキューに入っていることもあるからです。この場合、応答時間は正しいネットワーク遅延を反映

しません。IP SLA はソース デバイスとターゲット デバイス（Responder が使用されている場合）の処

理遅延を 小化し、正しい Round-Trip Time（RTT; ラウンドトリップ時間）を識別します。IP SLA テ
スト パケットは、タイム スタンプによって処理遅延を 小化します。

IP SLA Responder がイネーブルの場合、パケットが割り込みレベルでインターフェイスに着信したと

きおよびパケットが出て行くときにターゲット デバイスでタイム スタンプを付け、処理時間は含めま

せん。タイム スタンプはサブミリ秒単位で構成されます。

図 66-2 に、Responder の動作を示します。RTT を算出するためのタイム スタンプが 4 つ付けられま

す。ターゲット ルータで Responder 機能がイネーブルの場合、タイム スタンプ 3（TS3）からタイム 
スタンプ 2（TS2）を引いてテスト パケットの処理にかかった時間を求め、デルタ（Δ）で表します。

次に全体の RTT からこのデルタの値を引きます。IP SLA により、この方法はソース ルータにも適用

されます。その場合、着信タイム スタンプ 4（TS4）が割り込みレベルで付けられ、より正確な結果を

得ることができます。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipsla/configuration/guide/12_4t/sla_12_4t_book.html
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図 66-2 Cisco IOS IP SLA Responder タイム スタンプ

この他にも、ターゲット デバイスに 2 つのタイム スタンプがあれば一方向遅延、ジッタ、方向性を持

つパケット損失がトラッキングできるという利点があります。大半のネットワーク動作は非同期なの

で、このような統計情報があるのは問題です。ただし一方向遅延測定を取り込むには、ソース ルータ

とターゲット ルータの両方に Network Time Protocol（NTP; ネットワーク タイム プロトコル）を設定

し、両方のルータを同じくロック ソースに同期させる必要があります。一方向ジッタ測定にはクロッ

ク同期は不要です。

IP SLA 動作のスケジューリング 
IP SLA 動作を設定する場合、統計情報の取り込みとエラー情報の収集から開始するように動作をスケ

ジューリングする必要があります。スケジューリングは、すぐに動作を開始する、または特定の月、

日、時刻に開始するように設定できます。また、pending オプションを使用して、あとで動作を開始す

るように設定することもできます。pending オプションは動作の内部状態に関するもので、SNMP で表

示できます。トリガを待機する反応（しきい値）動作の場合も pending オプションを使用します。スケ

ジューリングでは、1 度に 1 つの IP SLA 動作をさせることも、グループの動作をさせることもできま

す。

Cisco IOS CLI または CISCO RTTMON-MIB で 1 つのコマンドを使用して、複数の IP SLA 動作をス

ケジューリングできます。等間隔で動作を実行するようにスケジューリングすると、IP SLA モニタリ

ング トラフィックの数を制御できます。IP SLA 動作をこのように分散させると CPU 利用率を 小限

に抑え、ネットワーク スケーラビリティを向上させることができます。

IP SLA 複数動作のスケジューリング機能の詳細については、次の URL の『Cisco IOS IP SLAs 
Configuration Guide』の「IP SLAs - Multiple Operation Scheduling」の章を参照してください。
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipsla/configuration/guide/12_4t/sla_12_4t_book.html

IP SLA 動作のしきい値のモニタリング 
SLA モニタリングを正しくサポートするには、違反が発生した場合にすぐに通知されるメカニズムに

する必要があります。IP SLA は SNMP トラップを送信して、次のような場合にイベントをトリガしま

す。

• 接続の損失 

• タイムアウト 

• RTT しきい値 

• 平均ジッタしきい値 

• 一方向パケット損失 

• 一方向ジッタ 

• 一方向 Mean Opinion Score（MOS; 平均オピニオン評点） 

• 一方向遅延 

12
13

80

T1

 

RTT   = T4   4  - T1   1  - 

 

=T3 - T2
T4

T2

T3

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipsla/configuration/guide/12_4t/sla_12_4t_book.html
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IP SLA しきい値違反が発生した場合も、あとで分析するために別の IP SLA 動作がトリガされます。

たとえば、回数を増やしたり、ICMP パス エコーや ICMP パス ジッタ動作を開始してトラブルシュー

ティングを行うことができます。

しきい値タイプとレベル設定の決定は複雑で、ネットワークで使用する IP サービス タイプによって異

なります。

Cisco IOS IP SLA 動作でしきい値を使用する詳細については、次の URL で『Cisco IOS IP SLAs 
Configuration Guide』の「IP SLAs—Proactive Threshold Monitoring」の章を参照してください。
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipsla/configuration/guide/12_4t/sla_12_4t_book.html

IP SLA 動作の設定
ここでは、利用可能なすべての動作の設定情報について説明されているわけではありません。設定情報

の詳細については『Cisco IOS IP SLAs Configuration Guide』を参照してください。ここでは、応答側

の設定、UDP ジッタ動作の設定（応答側が必要）、ICMP エコー動作の設定（応答側が不要）などの動

作例を説明します。

他の動作の設定の詳細については、次の URL の『Cisco IOS IP SLAs Configuration Guide』を参照し

てください。
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipsla/configuration/guide/12_4t/sla_12_4t_book.html

ここでは、次の情報について説明します。

• 「IP SLA のデフォルト設定」（P.66-6）

• 「IP SLA 設定時の注意事項」（P.66-6）

• 「IP SLA Responder の設定」（P.66-7）

• 「UDP ジッタ動作を使用した IP サービス レベルの分析」（P.66-8）

• 「ICMP エコー動作を使用した IP サービス レベルの分析」（P.66-11）

IP SLA のデフォルト設定

デフォルトでは、IP SLA 動作は設定されていません。

IP SLA 設定時の注意事項

IP SLA のコマンドについては、次の URL にある『Cisco IOS IP SLAs Command Reference, Release 
12.4T』を参照してください。
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipsla/command/reference/sla_book.html

説明と設定手順の詳細については、次の URL にある『Cisco IOS IP SLAs Configuration Guide, 
Release 12.4T L』を参照してください。
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipsla/configuration/guide/12_4t/sla_12_4t_book.html

スイッチでは、このガイドで説明する IP SLA コマンドや動作がすべてサポートされているわけではあ

りません。スイッチでは、UDP ジッタ、UDP エコー、HTTP、TCP 接続、ICMP エコー、ICMP パス 
エコー、ICMP パス ジッタ、FTP、DNS、DHCP を使用する IP サービス レベル分析がサポートされま

す。また、複数動作スケジューリングおよび事前に設定されたしきい値のモニタリングもサポートされ

ます。ゲートキーパー登録遅延動作測定を使用した Voice over IP（VoIP）サービス レベルはサポート

していません。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipsla/configuration/guide/12_4t/sla_12_4t_book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipsla/configuration/guide/12_4t/sla_12_4t_book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipsla/command/reference/sla_book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipsla/configuration/guide/12_4t/sla_12_4t_book.html
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IP SLA アプリケーションを設定する前に、show ip sla application 特権 EXEC コマンドを使用してソ

フトウェア イメージで動作タイプがサポートされていることを確認してください。コマンド出力例は

次のとおりです。

Switch# show ip sla application
        IP SLAs
Version: 2.2.0 Round Trip Time MIB, Infrastructure Engine-II
Time of last change in whole IP SLAs: 22:17:39.117 UTC Fri Jun
Estimated system max number of entries: 15801

Estimated number of configurable operations: 15801
Number of Entries configured  : 0
Number of active Entries      : 0
Number of pending Entries     : 0
Number of inactive Entries    : 0

        Supported Operation Types
Type of Operation to Perform: 802.1agEcho
Type of Operation to Perform: 802.1agJitter
Type of Operation to Perform: dhcp
Type of Operation to Perform: dns
Type of Operation to Perform: echo
Type of Operation to Perform: ftp
Type of Operation to Perform: http
Type of Operation to Perform: jitter
Type of Operation to Perform: pathEcho
Type of Operation to Perform: pathJitter
Type of Operation to Perform: tcpConnect
Type of Operation to Perform: udpEcho

IP SLAs low memory water mark: 21741224

IP SLA Responder の設定

IP SLA 応答側は、LAN ベース フィーチャ セットを実行している Catalyst 3750-X や 3560-X スイッ

チ、または Catalyst 2960 スイッチなど、レイヤ 2 スイッチが搭載された Cisco IOS ソフトウェア ベー

スのデバイスだけで利用可能です。

ターゲット デバイス（動作ターゲット）上で IP SLA 応答側を設定するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 ip sla responder {tcp-connect | 
udp-echo} ipaddress ip-address port 
port-number 

スイッチを IP SLA 応答側として設定します。

キーワードの意味は次のとおりです。

• tcp-connect：Responder の TCP 接続動作をイネーブルにします。

• udp-echo：Responder のユーザ データグラム プロトコル（UDP）エ

コー動作またはジッタ動作をイネーブルにします。

• ipaddress ip-address：宛先 IP アドレスを入力します。

• port port-number：宛先ポート番号を入力します。

（注） IP アドレスとポート番号は、IP SLA 動作のソース デバイスに設

定した IP アドレスおよびポート番号と一致している必要があり

ます。

ステップ 3 end 特権 EXEC モードに戻ります。
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IP SLA Responder をディセーブルにするには、no ip sla responder グローバル コンフィギュレーショ

ン コマンドを入力します。次に、デバイスを UDP ジッタ IP SLA 動作の Responder に設定する例を示

します。UDP ジッタ IP SLA 動作については次の項で説明します。

Switch(config)# ip sla responder udp-echo 172.29.139.134 5000 

UDP ジッタ動作を使用した IP サービス レベルの分析

ジッタはパケット間の遅延がばらつくことを指します。発信元から宛先に向かって複数のパケットを 
10 ミリ秒遅れで送信した場合、ネットワークが正常に動作していれば宛先でも 10 ミリ秒遅れで受信し

ます。しかし、ネットワーク内に遅延がある場合（キューの発生や別のルータ経由で到着するなど）、

パケットの到着遅延が 10 ミリ秒を上回ったり、下回ったりします。正のジッタ値は、パケットの到着

が 10 ミリ秒を超えていることを意味します。パケットの到着が 12 ミリ秒の場合のジッタ値は +2 ミリ

秒（正の値）です。8 ミリ秒で到着する場合は、2 ミリ秒（負の値）です。遅延による影響を受けやす

いネットワークの場合、正のジッタ値は望ましくありません。ジッタ値 0 が理想的です。

ジッタのモニタリング以外にも、IP SLA UDP ジッタ動作を多目的データ収集動作に使用できます。パ

ケット IP SLA は搬送パケットを生成し、送信元ターゲットと動作ターゲット間でシーケンス情報の送

受信とタイム スタンプの送受信を行います。以上の点に基づき、UDP ジッタ動作は次のデータを測定

します。

• 方向別ジッタ（送信元から宛先へ、宛先から送信元へ） 

• 方向別パケット損失 

• 方向別遅延（一方向遅延） 

• ラウンドトリップ遅延（平均 RTT） 

データを送受信するパスが異なる場合もあるので（非同期）、方向別データを使用すればネットワーク

で発生している輻輳や他の問題の場所を簡単に突き止めることができます。

UDP ジッタ動作では合成（シミュレーション）UDP トラフィックを生成し、送信元ルータからター

ゲット ルータに多数の UDP パケットを送信します。その際の各パケットのサイズ、パケット同士の間

隔、送信間隔は決められています。デフォルトでは、10 バイトのペイロード サイズのパケット フレー

ムを 10 ミリ秒で 10 個生成し、60 秒間隔で送信します。これらのパラメータは、提供する IP サービス

を 適にシミュレートするように設定できます。

（注） IP SLA 精度マイクロ秒機能は、マイクロ秒の精度を提供するわけではなく、タイムスタンプの精度が

マイクロ秒というだけです。

一方向遅延を測定する場合、NTP などによる送信元デバイスとターゲット デバイス間のクロック同期

が必要です。一方向ジッタおよびパケット損失を測定する場合は、クロック同期は不要です。送信元デ

バイスとターゲット デバイスの間でクロックが同期していない場合、一方向ジッタとパケット損失の

データは戻されますが、UDP ジッタ動作による一方向遅延測定は 0 の値が戻ります。

（注） 送信元デバイスに UDP ジッタ動作を設定する前に、ターゲット デバイス（動作ターゲット）の IP 
SLA 応答側を有効にしておく必要があります。

ステップ 4 show ip sla responder デバイスの IP SLA 応答側設定を確認します。

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

コマンド 目的
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送信元デバイス上で UDP ジッタ動作を設定するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 ip sla operation-number IP SLA 動作を作成し、IP SLA コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 3 udp-jitter 
{destination-ip-address | 
destination-hostname} 
destination-port [source-ip 
{ip-address | hostname}] 
[source-port port-number] 
[control {enable | disable}] 
[num-packets 
number-of-packets] [interval 
interpacket-interval] 

IP SLA 動作を UDP ジッタ動作として設定し、UDP ジッタ コンフィギュレー

ション モードを開始します。

• destination-ip-address | destination-hostname：宛先 IP アドレスまたはホ

スト名を指定します。

• destination-port：宛先ポート番号を 1 ～ 65535 の範囲で指定します。

• （任意）source-ip {ip-address | hostname}：送信元 IP アドレスまたはホ

スト名を指定します。送信元 IP アドレスまたはホスト名を指定しない場

合、IP SLA は宛先に も近い IP アドレスを選択します。

• （任意）source-port port-number：送信元ポート番号を 1 ～ 65535 の範

囲で指定します。ポート番号を指定しない場合、IP SLA は利用可能な

ポートを選択します。

• （任意）control：IP SLA コントロール メッセージの送信をイネーブルま

たはディセーブルにします。デフォルトでは、IP SLA コントロール メッ

セージが宛先デバイスに送信されて、IP SLA 応答側との接続が確立しま

す。

• （任意）num-packets number-of-packets：生成するパケット数を入力し

ます。指定できる範囲は 1 ～ 6000 です。デフォルトは 10 です。

• （任意）interval inter-packet-interval：パケットの送信間隔をミリ秒で指

定します。指定できる範囲は 1 ～ 6000 です。デフォルトは 20 ミリ秒で

す。

ステップ 4 frequency seconds （任意）指定した IP SLA 動作を繰り返す間隔を設定します。指定できる範囲

は 1 ～ 604800 秒で、デフォルトは 60 秒です。

ステップ 5 exit UDP ジッタ コンフィギュレーション モードを終了し、グローバル コンフィ

ギュレーション モードに戻ります。
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IP SLA 動作を無効にするには、no ip sla operation-number グローバル コンフィギュレーション コマ

ンドを入力します。次に、UDP ジッタ IP SLA 動作の設定例を示します。

Switch(config)# ip sla 10 
Switch(config-ip-sla)# udp-jitter 172.29.139.134 5000 
Switch(config-ip-sla-jitter)# frequency 30 
Switch(config-ip-sla-jitter)# exit 
Switch(config)# ip sla schedule 5 start-time now life forever 
Switch(config)# end
Switch# show ip sla configuration 10
IP SLAs, Infrastructure Engine-II.

Entry number: 10
Owner:
Tag:
Type of operation to perform: udp-jitter
Target address/Source address: 1.1.1.1/0.0.0.0
Target port/Source port: 2/0
Request size (ARR data portion): 32
Operation timeout (milliseconds): 5000
Packet Interval (milliseconds)/Number of packets: 20/10
Type Of Service parameters: 0x0
Verify data: No
Vrf Name:
Control Packets: enabled
Schedule:
    Operation frequency (seconds): 30
    Next Scheduled Start Time: Pending trigger

ステップ 6 ip sla monitor schedule 
operation-number [life 
{forever | seconds}] 
[start-time {hh:mm [:ss] 
[month day | day month] | 
pending | now | after 
hh:mm:ss] [ageout seconds] 
[recurring] 

個々の IP SLA 動作のスケジューリング パラメータを設定します。

• operation-number：RTR エントリ番号を入力します。

• （任意）life：動作の実行を無制限（forever）に指定するか、秒数を指定

します。範囲は 0 ～ 2147483647 です。デフォルトは 3600 秒（1 時間）

です。

• （任意）start-time：情報の収集を開始する時刻を入力します。

– 特定の時刻に開始する場合は、時、分、秒（24 時間表記）、月日を入

力します。月を入力しない場合、当月がデフォルト設定です。

– pending と入力すれば、開始時刻を指定するまでは情報を収集しま

せん。

– now と入力すれば、ただちに動作を開始します。

– after hh:mm:ss と入力すれば、指定した時刻の経過後に動作を開始

します。

• （任意）ageout seconds：情報を収集していないとき、メモリの動作を保

存する秒数を指定します。指定できる範囲は 0 ～ 2073600 秒です。デ

フォルトは 0 秒（いつまでも保存する）です。

• （任意）recurring：毎日、動作を自動的に実行します。

ステップ 7 end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 8 show ip sla configuration 
[operation-number] 

（任意）すべての IP SLA 動作または指定した IP SLA 動作に関する設定値を、

すべてのデフォルト値を含めて表示します。

ステップ 9 copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 目的
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    Group Scheduled : FALSE
    Randomly Scheduled : FALSE
    Life (seconds): 3600
    Entry Ageout (seconds): never
    Recurring (Starting Everyday): FALSE
    Status of entry (SNMP RowStatus): notInService
Threshold (milliseconds): 5000
Distribution Statistics:
    Number of statistic hours kept: 2
    Number of statistic distribution buckets kept: 1
    Statistic distribution interval (milliseconds): 20
Enhanced History:

ICMP エコー動作を使用した IP サービス レベルの分析

ICMP エコー動作は、シスコ デバイスと IP を使用する任意のデバイスとの間でエンドツーエンド応答

時間を測定します。応答時間は、ICMP エコー要求メッセージを宛先に送信して ICMP エコー応答を受

信するまでの時間を測定して算出します。大多数のカスタマーが IP SLA ICMP ベース動作、社内 ping 
テスト、ping ベース専用プローブを使用して、送信元 IP SLA デバイスと宛先 IP デバイス間の応答時

間を測定しています。IP SLA ICMP エコー動作は、ICMP ping テストと同じ仕様に準拠しており、ど

ちらの方法でも同じ応答時間が得られます。

（注） この動作では、IP SLA 応答側を有効にしておく必要はありません。

送信元デバイス上で ICMP エコー動作を設定するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# ip sla 
operation-number 

IP SLA 動作を作成し、IP SLA コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 3 Switch(config-ip-sla)# 
icmp-echo 
{destination-ip-address | 
destination-hostname} 
[source-ip {ip-address | 
hostname} | source-interface 
interface-id] 

IP SLA 動作を ICMP エコー動作として設定し、ICMP エコー コンフィギュ

レーション モードを開始します。 

• destination-ip-address | destination-hostname：宛先 IP アドレスまたはホ

スト名を指定します。

• （任意）source-ip {ip-address | hostname}：送信元 IP アドレスまたはホ

スト名を指定します。送信元 IP アドレスまたはホスト名を指定しない場

合、IP SLA は宛先に も近い IP アドレスを選択します。

• （任意）source-interface interface-id：動作に対する送信元インターフェ

イスを指定します。

ステップ 4 Switch(config-ip-sla)# 
frequency seconds

（任意）指定した IP SLA 動作を繰り返す間隔を設定します。指定できる範囲

は 1 ～ 604800 秒で、デフォルトは 60 秒です。

ステップ 5 Switch(config-ip-sla)# exit UDP ジッタ コンフィギュレーション モードを終了し、グローバル コンフィ

ギュレーション モードに戻ります。
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IP SLA 動作を無効にするには、no ip sla operation-number グローバル コンフィギュレーション コマ

ンドを入力します。次に、ICMP エコー IP SLA 動作の設定例を示します。

Switch(config)# ip sla 12 
Switch(config-ip-sla)# icmp-echo 172.29.139.134 
Switch(config-ip-sla-echo)# frequency 30 
Switch(config-ip-sla-echo)# exit 
Switch(config)# ip sla schedule 5 start-time now life forever 
Switch(config)# end
Switch# show ip sla configuration 22
IP SLAs, Infrastructure Engine-II.

Entry number: 12
Owner:
Tag:
Type of operation to perform: echo
Target address: 2.2.2.2
Source address: 0.0.0.0
Request size (ARR data portion): 28
Operation timeout (milliseconds): 5000
Type Of Service parameters: 0x0
Verify data: No
Vrf Name:
Schedule:
    Operation frequency (seconds): 60
    Next Scheduled Start Time: Pending trigger
    Group Scheduled : FALSE
    Randomly Scheduled : FALSE

ステップ 6 Switch(config)# ip sla 
schedule operation-number 
[life {forever | seconds}] 
[start-time {hh:mm [:ss] 
[month day | day month] | 
pending | now | after 
hh:mm:ss] [ageout seconds] 
[recurring] 

個々の IP SLA 動作のスケジューリング パラメータを設定します。

• operation-number：RTR エントリ番号を入力します。

• （任意）life：動作の実行を無制限（forever）に指定するか、秒数を指定

します。範囲は 0 ～ 2147483647 です。デフォルトは 3600 秒（1 時間）

です。

• （任意）start-time：情報の収集を開始する時刻を入力します。

– 特定の時刻に開始する場合は、時、分、秒（24 時間表記）、月日を入

力します。月を入力しない場合、当月がデフォルト設定です。

– pending と入力すれば、開始時刻を指定するまでは情報を収集しま

せん。

– now と入力すれば、ただちに動作を開始します。

– after hh:mm:ss と入力すれば、指定した時刻の経過後に動作を開始

します。

• （任意）ageout seconds：情報を収集していないとき、メモリの動作を保

存する秒数を指定します。指定できる範囲は 0 ～ 2073600 秒です。デ

フォルトは 0 秒（いつまでも保存する）です。

• （任意）recurring：毎日、動作を自動的に実行します。

ステップ 7 Switch(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 8 Switch# show ip sla 
configuration 
[operation-number] 

（任意）すべての IP SLA 動作または指定した IP SLA 動作に関する設定値を、

すべてのデフォルト値を含めて表示します。

ステップ 9 Switch# copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 目的
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    Life (seconds): 3600
    Entry Ageout (seconds): never
    Recurring (Starting Everyday): FALSE
    Status of entry (SNMP RowStatus): notInService
Threshold (milliseconds): 5000
Distribution Statistics:
    Number of statistic hours kept: 2
    Number of statistic distribution buckets kept: 1
    Statistic distribution interval (milliseconds): 20
History Statistics:
    Number of history Lives kept: 0
    Number of history Buckets kept: 15
    History Filter Type: None
Enhanced History:

IP SLA 動作のモニタリング
IP SLA 動作の設定と結果を表示するには、次のいずれかの作業を行います。

コマンド 目的

show ip sla application Cisco IOS IP SLA のグローバル情報を表示します。

show ip sla authentication IP SLA 認証情報を表示します。

show ip sla configuration [entry-number] すべての IP SLA 動作または特定の IP SLA 動作に関す

る、デフォルト値をすべて含めた設定値を表示します。

show ip sla enhanced-history {collection-statistics | 
distribution statistics} [entry-number] 

収集した履歴バケットの拡張履歴統計情報、あるいは

すべての IP SLA 動作または特定の IP SLA 動作に関す

る分散統計情報を表示します。

show ip sla ethernet-monitor configuration [entry-number] IP SLA 自動イーサネット設定を表示します。

show ip sla group schedule [schedule-entry-number] IP SLA グループ スケジューリング設定と個別情報を

表示します。

show ip sla history [entry-number | full | tabular] すべての IP SLA 動作について収集した履歴を表示し

ます。

show ip sla mpls-lsp-monitor {collection-statistics | 
configuration | ldp operational-state | scan-queue | 
summary [entry-number] | neighbors}

MPLS ラベル スイッチド パス（LSP）ヘルス モニタ

動作を表示します。

show ip sla reaction-configuration [entry-number] すべての IP SLA 動作または特定の IP SLA 動作に関す

る、予防的しきい値のモニタリングの設定を表示しま

す。

show ip sla reaction-trigger [entry-number] すべての IP SLA 動作または特定の IP SLA 動作に関す

る反応トリガー情報を表示します。

show ip sla responder IP SLA 応答側の情報を表示します。

show ip sla statistics [entry-number | aggregated | 
details] 

動作ステータスおよび統計情報の現在値または合計値

を表示します。



66-14
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-25340-01-J

第 66 章      Cisco IOS IP SLA 動作の設定

IP SLA 動作のモニタリング



C H A P T E R

67-1
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-25340-01-J

67
RMON の設定

この章では、Catalyst 4500 シリーズ スイッチにリモート ネットワーク モニタリング（RMON）を設

定する方法を説明します。RMON は、RMON 準拠のコンソール システムとネットワーク プローブ間

で交換可能な一連の統計情報と機能を定義した標準モニタリング仕様です。RMON によって、総合的

なネットワーク障害診断、プランニング、パフォーマンス チューニングに関する情報が得られます。

この章で説明する内容は、次のとおりです。

• 「RMON について」（P.67-1）

• 「RMON の設定」（P.67-3）

• 「RMON ステータスの表示」（P.67-6）

（注） この章で使用するスイッチ コマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL で『Cisco 
Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』と関連資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products//hw/switches/ps4324/index.html

『Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』に掲載されていないコマンドについては、より詳

細な Cisco IOS ライブラリを参照してください。次の URL で『Catalyst 4500 Series Switch Cisco IOS 
Command Reference』と関連資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html

RMON について
RMON は、各種のネットワーク エージェントおよびコンソール システムがネットワーク モニタリン

グ データを交換できるようにするための、Internet Engineering Task Force（IETF; インターネット技

術特別調査委員会）標準モニタリング仕様です。スイッチで RMON 機能を簡易ネットワーク管理プロ

トコル（SNMP）エージェントとともに使用して、接続しているすべての LAN セグメントでスイッチ

間のすべてのトラフィック フローをモニタできます。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html
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RMON について

図 67-1 リモート モニタリングの例

スイッチは次の RMON グループ（RFC 1757 で規定）をサポートしています。

• 統計情報（RMON グループ 1）：インターフェイス上のイーサネット、FastEthernet、および 
GigabitEthernet の統計情報を収集します。

• 履歴（RMON グループ 2）：イーサネット、FastEthernet、および GigabitEthernet インターフェイ

スについて、指定したポーリング間隔で、統計情報の履歴グループを収集します。
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• アラーム（RMON グループ 3）：特定の MIB（管理情報ベース）オブジェクトを指定した間隔でモ

ニタし、指定した値（上昇しきい値）でアラームをトリガーし、別の値（下限しきい値）でアラー

ムをリセットします。アラームはイベントと組み合わせて使用できます。アラームがイベントを発

生させ、イベントによってログ エントリまたは SNMP トラップが生成されるようにできます。

• イベント（RMON グループ 9）：アラームによってイベントがトリガーされたときのアクションを

指定します。アクションは、ログ エントリまたは SNMP トラップを生成できます。

Cisco IOS Release 12.2(31)SG でサポートされるスイッチはハードウェア カウンタを使用して RMON 
データを処理します。このため、効率的なモニタリングが可能で、処理パワーは少なくて済みます。

RMON の設定
ここでは、スイッチに RMON を設定する方法を説明します。内容は次のとおりです。

• 「RMON のデフォルト設定」（P.67-3）

• 「RMON アラームおよびイベントの設定」（P.67-3）

• 「インターフェイス設定する RMON 収集」（P.67-5）

RMON のデフォルト設定

RMON はデフォルトでディセーブルです。アラームまたはイベントは設定されていません。

このスイッチでは、RMON 1 だけがサポートされています。

RMON アラームおよびイベントの設定

スイッチを RMON 対応として設定するには、コマンドライン インターフェイス（CLI）または SNMP 
準拠の Network Management Station（NMS; ネットワーク管理ステーション）を使用します。RMON 
のネットワーク管理機能を活用するために、ネットワーク管理ステーション（NMS）で汎用 RMON 
コンソール アプリケーションを使用することを推奨します。RMON MIB オブジェクトにアクセスする

ために、スイッチ上で SNMP を設定することも必要です。詳細については、第 59 章「SNMP の設定」

を参照してください。
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RMON アラームおよびイベントをイネーブルにするには、次の作業を実行します。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始

します。

ステップ 2 Switch(config)# rmon alarm number variable interval 
{absolute | delta} rising-threshold value 
[event-number] 
falling-threshold value [event-number] 
[owner string]

MIB オブジェクトにアラームを設定します。

• number には、アラーム番号を指定します。指

定できる範囲は 1 ～ 65535 です。

• variable には、モニタ対象の MIB オブジェク

トを指定します。

• interval には、アラームが MIB 変数をモニタ

リングする時間を秒数で指定します。指定でき

る範囲は 1 ～ 4294967295 秒です。

• それぞれの MIB 変数を直接テストするには 
absolute キーワードを指定します。MIB 変数

のサンプルの変化をテストするには delta キー

ワードを指定します。

• value には、アラームを発生させる値およびア

ラームがリセットされる値を指定します。上限

および下限しきい値に指定できる範囲は 
-2147483648 ～ 2147483647 です。

• （任意）event-number には、上限および下限し

きい値が限度を超えた場合に発生させるイベン

トの番号を指定します。

• （任意）owner string には、アラームの所有者

を指定します。

ステップ 3 Switch(config)# rmon event number [description string] 
[log] [owner string] [trap community] 

RMON イベント テーブルで RMON イベント番号

に関連付けられたイベントを追加します。

• number には、イベント番号を割り当てます。

指定できる範囲は 1 ～ 65535 です。

• （任意）description string には、イベントの説

明を指定します。

• （任意）イベント発生時に RMON ログ エント

リを生成する場合は、log キーワードを使用し

ます。

• （任意）owner string には、イベントの所有者

を指定します。

• （任意）community には、このトラップに使用

する SNMP コミュニティ ストリングを指定し

ます。

ステップ 4 Switch(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 Switch# show running-config 入力を確認します。

ステップ 6 Switch# copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を

保存します。
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アラームをディセーブルにするには、設定した各アラームに対して、no rmon alarm number グローバ

ル コンフィギュレーション コマンドを使用します。設定したすべてのアラームを一度にディセーブル

にすることはできません。イベントをディセーブルにするには、no rmon event number グローバル コ
ンフィギュレーション コマンドを使用します。アラームおよびイベントの詳細および相互作用につい

ては、RFC 1757 を参照してください。

任意の MIB オブジェクトにアラームを設定できます。次の例では、rmon alarm コマンドを使用して、

RMON アラーム番号 10 を設定します。このアラームは、ディセーブルにされない限り、20 秒ごとに 
1 度の間隔で MIB 変数 ifEntry.20.1 をモニタリングし、変数の上下の変動をチェックします。

ifEntry.20.1 値で MIB カウンタが 100000 から 100015 になるなど、15 以上増加すると、アラームが発

生します。そのアラームによってさらにイベント番号 1 が発生します。イベント番号 1 は、rmon 
event コマンドで設定されています。使用できるイベントは、ログ エントリまたは SNMP トラップで

す。ifEntry.20.1 値の変化が 0 の場合、アラームはリセットされ、再び発生が可能になります。

Switch(config)# rmon alarm 10 ifEntry.20.1 20 delta rising-threshold 15 1 
falling-threshold 0 owner jjohnson

次に、rmon event コマンドを使用して RMON イベント番号 1 を作成する例を示します。このイベン

トは High ifOutErrors と定義され、アラームによってイベントが発生したときに、ログ エントリが生

成されます。ユーザ jjones が、このコマンドによってイベント テーブルに作成される行を所有します。

次の例の場合も、イベント発生時に SNMP トラップが生成されます。

Switch(config)# rmon event 1 log trap eventtrap description “High ifOutErrors” owner 
jjones

インターフェイス設定する RMON 収集

収集情報を表示するには、 初に RMON アラームおよびイベントを設定する必要があります。

インターフェイスのグループ履歴統計情報を収集するには、次の作業を実行します。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# interface interface-id 履歴を収集するインターフェイスを指定して、インターフェイ

ス コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 3 Switch(config-if)# rmon collection history 
index
[buckets bucket-number] [interval seconds] 
[owner ownername]

指定したバケット数と期間での履歴収集をイネーブルにします。

• index には、RMON 統計グループを指定します。指定でき

る範囲は 1 ～ 65535 です。

• （任意）buckets bucket-number には、RMON 統計グループ

履歴収集に必要な 大バケット数を指定します。指定でき

る範囲は 1 ～ 65535 です。デフォルトのバケット数は 50 
です。

• （任意）interval seconds には、ポーリング サイクルを秒数

で指定します。

• （任意）owner ownername には、RMON 統計グループの所

有者名を入力します。

履歴収集をディセーブルにするには、no rmon collection 
history index インターフェイス コンフィギュレーション コマン

ドを使用します。

ステップ 4 Switch(config-if)# end 特権 EXEC モードに戻ります。



67-6
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-25340-01-J

第 67 章      RMON の設定

RMON ステータスの表示

インターフェイスのグループ イーサネット統計情報を収集するには、次の作業を実行します。

RMON ステータスの表示
RMON ステータスを表示するには、次の特権 EXEC コマンドを 1 つまたは複数使用します。

ステップ 5 Switch# show running-config 入力を確認します。

ステップ 6 Switch# show rmon history スイッチの履歴テーブルの内容を表示します。

ステップ 7 Switch# copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド 目的

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Switch(config)# interface interface-id 統計情報を収集するインターフェイスを指定して、インター

フェイス コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 3 Switch(config-if)# rmon collection stats 
index [owner ownername]

インターフェイスの RMON 統計情報収集をイネーブルにしま

す。

• index には、RMON 統計グループを指定します。有効な範

囲は 1 ～ 65535 です。

• （任意）owner ownername には、RMON 統計グループの所

有者名を入力します。

イーサネット統計グループの収集をディセーブルにするには、

no rmon collection stats index インターフェイス コンフィギュ

レーション コマンドを使用します。

ステップ 4 Switch(config-if)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 Switch# show running-config 入力を確認します。

ステップ 6 Switch# show rmon statistics スイッチの統計情報テーブルの内容を表示します。

ステップ 7 Switch# copy running-config startup-config （任意）コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

コマンド  目的

 show rmon 汎用 RMON 統計情報を表示します。

 show rmon alarms RMON アラーム テーブルを表示します。

 show rmon events RMON イベント テーブルを表示します。

 show rmon history RMON 履歴テーブルを表示します。

 show rmon statistics RMON 統計情報テーブルを表示します。
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68
診断の実行

Catalyst 4500 シリーズ スイッチの診断では、ライブ ネットワークに接続しながら、ご使用のシステム

のハードウェア コンポーネント（シャーシ、スーパーバイザ エンジン、モジュール、および 
Application Specific Integrated Circuit（ASIC; 特定用途向け集積回路））の機能をテストし、検証でき

ます。診断では、ハードウェア コンポーネントをテストして、データ パスおよび制御信号を検証する

パケット スイッチング テストが行われます。

オンライン診断はブートアップ、オンデマンド、スケジュール、またはヘルス モニタリング診断に分

類されます。起動時診断は、起動中に実行されます。オンデマンド診断は、CLI から実行されます。ス

ケジュール診断は、スイッチがライブ ネットワークに接続されている場合に、ユーザが指定した間隔

または指定した回数で実行されます。ヘルス モニタリング診断は、バックグラウンドで実行されます。

この章で説明する内容は、次のとおりです。

• 「オンライン診断の設定」（P.68-1）

• 「診断の実行」（P.68-3）

• 「POST 診断」（P.68-10）

（注） この章で使用するスイッチ コマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL で『Cisco 
Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』と関連資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products//hw/switches/ps4324/index.html

『Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』に掲載されていないコマンドについては、より詳

細な Cisco IOS ライブラリを参照してください。次の URL でCisco IOS コマンド リファレンスと関連

資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html

オンライン診断の設定

ここでは、オンライン診断の設定手順について説明します。

• 「オンデマンド オンライン診断の設定」（P.68-2）

• 「オンライン診断のスケジューリング」（P.68-2）

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html
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オンデマンド オンライン診断の設定

オンデマンド オンライン診断テストは、CLI から実行できます。障害が検出された場合に、テストを

停止または継続するよう、または、障害カウント設定で、特定回数の障害の発生後にテストを停止する

よう、実行アクションを設定できます。反復設定を使用すると、テストが複数回数実行されるよう、設

定できます。

オンライン診断をスケジューリングするには、次の作業を行います。

次に、オンデマンド テスト反復カウントを設定する例を示します。

Switch# diagnostic ondemand iterations 3
Switch#

次に、エラーを検出したときに実行する処置を設定する例を示します。

Switch# diagnostic ondemand action-on-error continue 2
Switch# 

オンライン診断のスケジューリング 

オンライン診断は、1 日のうち指定した時間、毎日、毎週、または毎月実行するよう、スケジューリン

グできます。あるインターバルで 1 回だけ、または繰り返しテストを実行するようスケジューリングで

きます。スケジューリングを削除するには、コマンドの no 形式を入力します。

オンライン診断を設定するには、次の作業を行います。

次の例では、モジュール 6 の指定されたポートに対して診断テストを行うようスケジューリングする方

法を示します。

Switch(config)# diagnostic schedule module 6 test 2 port 3 on may 23 2009 23:32 
Switch(config)# 

次の例では、毎日診断テストを行うようスケジューリングする方法を示します。

Switch(config)# diagnostic schedule module 6 test 2 port 3 daily 12:34 
Switch(config)# 

次の例では、毎週診断テストを行うようスケジューリングする方法を示します。

Switch(config)# diagnostic schedule module 6 test 2 port 3 weekly friday 09:23 
Switch(config)# 

コマンド 目的

Switch# diagnostic ondemand 
{iteration iteration_count} | 
{action-on-error {continue | stop} 
[error_count]}

実行するオンデマンド診断テスト、実行回数（反復）、エ

ラーを検出したときに実行する処置を設定します。

コマンド 目的

Switch(config)# diagnostic 
schedule module number test 
{test_id | test_id_range | all} 
[port {num | num_range | all} {on 
mm dd yyyy hh:mm} | {daily hh:mm} 
| {weekly day_of_week hh:mm}}

特定の日時に特定のモジュールでオンデマンド診断テストを

実行すること、および、その実行（反復）回数と、エラー検

出時に行われるアクションについて、スケジューリングしま

す。
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診断の実行

オンライン診断を設定したあと、診断テストを開始または停止したり、テスト結果を表示したりできま

す。どのテストが設定され、どの診断テストがすでに実行されたかも、参照できます。

ここでは、オンライン診断テストを設定したあとに実行する方法について説明します。

• 「オンライン診断テストの開始または停止」（P.68-3）

• 「オンライン診断テストおよびテスト結果の表示」（P.68-4）

• 「データ パスのオンライン診断テスト結果の表示」（P.68-7）

• 「ラインカード オンライン診断」（P.68-8）

• 「オンライン診断によるトラブルシューティング」（P.68-8）

（注） オンライン診断テストをイネーブルにする前に、ロギング コンソールをイネーブルにするか、または、

すべての警告メッセージを参照します。

（注） 中断を伴うテストを実行する場合、コンソールを使用して接続している場合にのみ実行してください。

中断を伴うテストの完了後、コンソール上の警告メッセージにより、システムをリロードし、通常操作

に戻るよう、推奨されます。この警告に従ってください。

オンライン診断テストの開始または停止

診断テストの設定後には、start キーワードおよび stop キーワードを使用すると、テストを開始または

終了することができます。

オンライン診断コマンドを開始または停止するには、次の作業を行います。

次の例では、モジュール 6 で診断テストを開始する方法を示します。

Switch# diagnostic start module 6 test 2
Diagnostic[module 6]: Running test(s) 2 Run interface level cable diags
Diagnostic[module 6]: Running test(s) 2 may disrupt normal system operation
Do you want to continue? [no]: yes
Switch#
*May 14 21:11:46.631: %DIAG-6-TEST_RUNNING: module 6: Running online-diag-tdr{ID=2} ...
*May 14 21:11:46.631: %DIAG-6-TEST_OK: module 6: online-diag-tdr{ID=2} has completed 
successfully
Switch#

コマンド 目的

Switch# diagnostic start module 
number test {test_id | 
test_id_range | minimal | complete 
| basic | per-port | 
non-disruptive | all} [port {num | 
port#_range | all}]

指定したモジュールのポートまたはポート範囲で、診断テス

トを開始します。

Switch# diagnostic stop module 
number

指定したモジュールで診断テストを停止します。
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次の例では、モジュール 6 で診断テストを停止する方法を示します。

Switch# diagnostic stop module 6
Diagnostic[module 6]: Diagnostic is not active.

The message indicates no active diagnostic on module 6

オンライン診断テストおよびテスト結果の表示

show diagnostic コマンドを使用すると、設定されているオンライン診断テストを実行し、テスト結果

をチェックできます。

設定されている診断テストを表示するには、次の作業を行います。

次の例では、モジュール 1 に設定されているオンライン診断を表示する方法を示します。

Switch# show diagnostic content module 6
module 6:
Diagnostics test suite attributes:
    M/C/* - Minimal bootup level test / Complete bootup level test / NA
      B/* - Basic ondemand test / NA
    P/V/* - Per port test / Per device test / NA
    D/N/* - Disruptive test / Non-disruptive test / NA
      S/* - Only applicable to standby unit / NA
      X/* - Not a health monitoring test / NA
      F/* - Fixed monitoring interval test / NA
      E/* - Always enabled monitoring test / NA
      A/I - Monitoring is active / Monitoring is inactive
      cable-tdr/* - Interface cable diags / NA
      o/* - Ongoing test, always active / NA
                                                          Test Interval   Thre-
  ID   Test Name                          Attributes      day hh:mm:ss.ms shold
  ==== ================================== ============    =============== =====
    1) linecard-online-diag ------------> M**D****I**     not configured  n/a
    2) online-diag-tdr -----------------> **PD****Icable- not configured  n/a 
    3) stub-rx-errors ------------------> ***N****A**     000 00:01:00.00 n/a
    4) supervisor-rx-errors ------------> ***N****A**     000 00:01:00.00 n/a

次の例では、モジュールで設定されているテストのテスト説明を表示する方法を示します。

Switch# show diagnostic description module 6 test 1

linecard-online-diag :
        Linecard online-diagnostics run after the system boots up but
        before it starts passing traffic.  Each linecard port is placed in
        loopback, and a few packets are injected into the switching fabric
        from the cpu to the port.  If the packets are successfully
        received by the cpu, the port passes the test.  Sometimes one port
        or a group of ports sharing common components fail.  The linecard
        is then placed in partial faulty mode.  If no ports can loop back
        traffic, the board is placed in faulty state.

コマンド 目的

Switch# show diagnostic {bootup | 
cns  | content [module num] | 
description [module num] | events 
[module num] [event-type 
event-type] | ondemand | result 
[module num] [detail] | schedule 
[module num] | simulation | 
status}

オンライン診断のテスト結果を表示し、サポートされるテス

ト スイートを一覧します。
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Switch#

次の例では、モジュール 6 のオンライン診断結果を表示する方法を示します。

Switch# show diagnostic result module 6

Current bootup diagnostic level: minimal

module 6:   SerialNo : JAB0815059L

  Overall Diagnostic Result for module 6 : PASS
  Diagnostic level at card bootup: minimal

  Test results: (. = Pass, F = Fail, U = Untested)

    1) linecard-online-diag ------------> .
    2) online-diag-tdr:

   Port  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
   ----------------------------------------------------------------------------
         U  U  .  U  U  U  U  U  U  U  U  U  U  U  U  U  U  U  U  U  U  U  U  U
    3) stub-rx-errors ------------------> .
    4) supervisor-rx-errors ------------> .

Switch#

次の例では、モジュール 6 のオンライン診断結果の詳細を表示する方法を示します。

Switch# show diagnostic result module 6 detail

Current bootup diagnostic level: minimal

module 6:   SerialNo : JAB0815059L

  Overall Diagnostic Result for module 6 : PASS
  Diagnostic level at card bootup: minimal

  Test results: (. = Pass, F = Fail, U = Untested)
___________________________________________________________________________

1) linecard-online-diag ------------> .

          Error code ------------------> 0 (DIAG_SUCCESS)
          Total run count -------------> 1
          Last test testing type ------> n/a
          Last test execution time ----> Jun 01 2009 11:19:36
          First test failure time -----> n/a
          Last test failure time ------> n/a
          Last test pass time ---------> Jun 01 2009 11:19:36
          Total failure count ---------> 0
          Consecutive failure count ---> 0

Slot Ports Card Type                              Diag Status      Diag Details
---- ----- -------------------------------------- ---------------- ------------
 6    24   10/100/1000BaseT (RJ45)V, Cisco/IEEE   Passed           None 

Detailed Status
---------------
. = Pass              U = Unknown
L = Loopback failure  S = Stub failure
P = Port failure
E = SEEPROM failure   G = GBIC integrity check failure
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Ports 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12  13  14  15  16
      .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

Ports 17  18  19  20  21  22  23  24

___________________________________________________________________________

2) online-diag-tdr:

Port  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
   ----------------------------------------------------------------------------
         U  U  .  U  U  U  U  U  U  U  U  U  U  U  U  U  U  U  U  U  U  U  U  U

          Error code ------------------> 0 (DIAG_SUCCESS)
          Total run count -------------> 1
          Last test testing type ------> OnDemand
          Last test execution time ----> Jun 03 2009 05:39:00
          First test failure time -----> n/a
          Last test failure time ------> n/a
          Last test pass time ---------> Jun 03 2009 05:39:00
          Total failure count ---------> 0
          Consecutive failure count ---> 0

Detailed Status
---------------
Interface Speed  Local pair Cable length Remote channel Status
Gi6/3     1Gbps   1-2        N/A          Unknown       Terminated
                  3-6        N/A          Unknown       Terminated
                  4-5        N/A          Unknown       Terminated
                  7-8        N/A          Unknown       Terminated

  ___________________________________________________________________________
3) stub-rx-errors -------------------> .

          Error code ------------------> 3 (DIAG_SUCCESS)
          Total run count -------------> 4
          Last test testing type ------> Health Monitoring
          Last test execution time ----> Dec 20 2009 22:30:41
          First test failure time -----> n/a
          Last test failure time ------> n/a
          Last test pass time ---------> Dec 20 2009 22:30:41
          Total failure count ---------> 0
          Consecutive failure count ---> 0
___________________________________________________________________________
4) supervisor-rx-trends ----------> .

          Error code ------------------> 3 (DIAG_SUCCESS)
          Total run count -------------> 4
          Last test testing type ------> Health Monitoring
          Last test execution time ----> Dec 20 2009 22:30:41
          First test failure time -----> n/a
          Last test failure time ------> n/a
          Last test pass time ---------> Dec 20 2009 22:30:41
          Total failure count ---------> 0
          Consecutive failure count ---> 0
___________________________________________________________________________

Switch#
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データ パスのオンライン診断テスト結果の表示

データ パスのオンライン診断テストは、スーパーバイザ エンジンとラインカード（いくつかのスタブ 
ASIC と定義されている）間のデータ パスが正しく機能していることを確認します。ラインカードのす

べてのスタブ ASIC とスーパーバイザ エンジン間に直接接続があります。スーパーバイザ エンジン

（supervisor-rx-trends）とラインカードの各スタブ ASIC のエラー カウンタは定期的にモニタされま

す。継続的に増加するエラー カウンタは、データ パスのハードウェアが正常に動作していないことを

示し、テストが失敗する原因になります。データ パスのオンライン診断テストは非破壊テストで、エ

ラー カウンタは毎分ポーリングされます。

データ パスのスタブ端のエラーは、スーパーバイザ エンジンのスイッチング ASIC からライン

カードへの出力トラフィックのエラーとして報告されます。一部の初期エラーがリンク起動時に明

らかになる可能性がありますが、それらは増加しません。カウントの増加はスーパーバイザ エン

ジンとラインカード間の接続不良を示します。1 枚のラインカードだけが影響を受ける場合、原因

として考えら得るのはラインカードが誤装着されているか、ラインカードに障害があります。エ

ラー カウントにはアイドル状態のフレームが含まれるため、トラフィックが流れていない場合に

検出されることがあります。

データ パスのスーパーバイザ端のエラーは、ラインカードからスーパーバイザ エンジンへの入力

トラフィックのエラーとして報告されます。エラー カウントは増加せず、検出にはアイドル状態

のフレームが含まれます。エラー カウントが複数のラインカードに対して増加する場合、考えら

れる原因はスーパーバイザ エンジンまたはシャーシに障害があります。1 つのスタブまたはライン

カードだけが影響を受ける場合、考えられる原因はラインカードに障害があるか mux バッファ

（冗長シャーシ）に不具合があります。

定期的に実行するだけでなく、データ パスのオンライン診断は、次の方法によりオンデマンドで呼び

出すこともできます。

Switch# diagnostic start module 1 test stub-rx-errors
*Apr  1 09:25:14.211: %DIAG-6-TEST_RUNNING: module 1: Running stub-rx-errors{ID=3} ...
*Apr  1 09:25:14.211: %DIAG-6-TEST_OK: module 1: stub-rx-errors{ID=3} has completed 
Switch# diagnostic start module 1 test supervisor-rx-errors
*Apr  1 09:25:26.503: %DIAG-6-TEST_RUNNING: module 1: Running supervisor-rx-errors{ID=4} 
...
*Apr  1 09:25:26.503: %DIAG-6-TEST_OK: module 1: supervisor-rx-errors{ID=4} has completed 
successfully

テスト結果の詳細情報は、次のように表示できます。

Switch# show diagnostic result module 1 test stub-rx-errors detail

Current bootup diagnostic level: minimal

  Test results: (. = Pass, F = Fail, U = Untested)
___________________________________________________________________________

    3) stub-rx-errors ------------------> .

          Error code ------------------> 0 (DIAG_SUCCESS)
          Total run count -------------> 7
          Last test testing type ------> OnDemand 
          Last test execution time ----> Apr 01 2010 09:25:14
          First test failure time -----> n/a
          Last test failure time ------> n/a
          Last test pass time ---------> Apr 01 2010 09:25:14
          Total failure count ---------> 0
          Consecutive failure count ---> 0
___________________________________________________________________________

Switch# show diagnostic result module 1 test supervisor-rx-errors detail
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Current bootup diagnostic level: minimal

  Test results: (. = Pass, F = Fail, U = Untested)
___________________________________________________________________________

    4) supervisor-rx-errors ------------> .

          Error code ------------------> 0 (DIAG_SUCCESS)
          Total run count -------------> 4
          Last test testing type ------> OnDemand 
          Last test execution time ----> Apr 01 2010 09:25:26
          First test failure time -----> n/a
          Last test failure time ------> n/a
          Last test pass time ---------> Apr 01 2010 09:25:26
          Total failure count ---------> 0
          Consecutive failure count ---> 0
  ___________________________________________________________________________

Switch# 

ラインカード オンライン診断

ラインカード オンライン診断テストでは、ラインカード上のすべてのポートが正常に動作しているこ

とを確認します。このテストにより、ラインカードの前面パネル ポートへのパスに障害があるかどう

かを検出できます。テストでは、パス上のどの部分で問題が発生したのかは解明できません。

（注） このテストは、スタブ チップを持つラインカードに対してのみ実行されます。

ラインカード オンライン診断は、ラインカードの起動時に一度だけ実行されます。ラインカードの挿

入時、またはシャーシの電源投入時に、実行できます。

ラインカード オンライン診断は、CPU からラインカードのすべてのポートにパケットを送信すること

によって実行されます。このパケットは loopback とマークされているため、CPU はパケットがポート

から戻されることを予測します。パケットは、まずスーパーバイザ エンジン上の ASIC に送信され、

次にシャーシのバックプレーンおよびラインカード上のスタブ チップを使用して、PHY に送信されま

す。PHY は、同じパスでパケットを返送します。

（注） 前面パネル ポートでは、パケットの着信および送信は行われません。

オンライン診断によるトラブルシューティング

ラインカードに障害が発生する条件は、次のとおりです。

• すべてのポートに障害がある。

• スタブ チップ上のすべてのポートに障害がある。

• 1 つのポートだけに障害がある。

これらのすべての状況で、ラインカードのステータスは show module コマンド出力に障害として表示

されます。

Switch# show mod
Chassis Type : WS-C4507R
Power consumed by backplane : 40 Watts



68-9
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-25340-01-J

第 68 章      診断の実行

 
Mod Ports Card Type                              Model              Serial No.
---+-----+--------------------------------------+------------------+-----------
 1     6  Sup II+10GE 10GE (X2), 1000BaseX (SFP) WS-X4013+10GE      JAB091502G0 
 2     6  Sup II+10GE 10GE (X2), 1000BaseX (SFP) WS-X4013+10GE      JAB091502FC 
 3    48  100BaseX (SFP)                         WS-X4248-FE-SFP    JAB093305RP 
 4    48  10/100BaseTX (RJ45)V                   WS-X4148-RJ45V     JAE070717E5 
 5    48  10/100BaseTX (RJ45)V                   WS-X4148-RJ45V     JAE061303U3 
 6    48  10/100BaseTX (RJ45)V                   WS-X4148-RJ45V     JAE061303WJ 
 7    24  10/100/1000BaseT (RJ45)V, Cisco/IEEE   WS-X4524-GB-RJ45V  JAB0815059Q 
 
 M MAC addresses                    Hw  Fw           Sw               Status
--+--------------------------------+---+------------+----------------+---------
 1 000b.5f27.8b80 to 000b.5f27.8b85 0.2 12.2(27r)SG( 12.2(37)SG Ok       
 2 000b.5f27.8b86 to 000b.5f27.8b8b 0.2 12.2(27r)SG( 12.2(37)SG Ok       
 3 0005.9a80.6810 to 0005.9a80.683f 0.4                               Ok       
 4 000c.3016.aae0 to 000c.3016.ab0f 2.6                               Ok       
 5 0008.a3a3.4e70 to 0008.a3a3.4e9f 1.6                               Ok       
 6 0008.a3a3.3fa0 to 0008.a3a3.3fcf 1.6                                 Faulty      
 7 0030.850e.3e78 to 0030.850e.3e8f 1.0                               Ok       
          
Mod  Redundancy role     Operating mode      Redundancy status
----+-------------------+-------------------+----------------------------------
 1   Active Supervisor   SSO                 Active                            
 2   Standby Supervisor  SSO                 Standby hot 

障害のあるラインカードをトラブルシューティングするには、次の手順を実行します。

ステップ 1 show diagnostic result module 3 コマンドを入力します。

障害のあるラインカードがシャーシに挿入された場合、診断は失敗し、次のような出力が表示されま

す。

Current bootup diagnostic level: minimal

module 3:   SerialNo : JAB093305RP 
 
   Overall Diagnostic Result for module 3 : MAJOR ERROR
   Diagnostic level at card bootup: minimal
 
   Test results: (. = Pass, F = Fail, U = Untested)
 
     1) linecard-online-diag ------------> F

Switch#

ラインカードの Return Materials Authorization（RMA）を発行し、TAC に連絡します。ステップ 2 お
よび 3 は省略します。

出力が次のようになる場合があります。

module 3: 

  Overall diagnostic result: PASS

  Test results: (. = Pass, F = Fail, U = Untested)

    1) linecard-online-diag --------------------> .

メッセージは、ラインカードが 後にシャーシに挿入されたとき、またはスイッチの電源が投入された

ときのいずれかで、ラインカードがオンライン診断に合格した（"." としてレポートされる）ことを、

意味します。原因を特定するには、追加情報を入手する必要があります。

ステップ 2 別のスーパーバイザ エンジン カードを挿入し、ラインカードを再度挿入します。



68-10
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-25340-01-J

第 68 章      診断の実行

ラインカードがテストに合格する場合、スーパーバイザ エンジン カードに不具合があります。

スーパーバイザ エンジンの RMA を発行し、TAC に連絡します。ステップ 3 は省略します。

スーパーバイザ エンジン カード上ではオンライン診断が実行されないため、スーパーバイザ エンジン 
カードに障害があるかどうかをテストするのに #show diagnostic module 1 コマンドは使用できませ

ん。

ステップ 3 ラインカードを別のシャーシに再度挿入します。

ラインカードがテストに合格する場合、問題はシャーシに関連しています。

シャーシの RMA を発行して、TAC に連絡します。

POST 診断

ここでは、次の内容について説明します。

• 「POST 診断の概要」（P.68-10）

• 「POST の結果の例」（P.68-11）

• 「POST の結果」（P.68-13）

• 「テスト障害のトラブルシューティング」（P.68-20）

POST 診断の概要

すべての Catalyst 4500 シリーズ スイッチでは、スーパーバイザ エンジンが起動すると必ず POST が実

行されます。POST は、スーパーバイザ スイッチング エンジン、それに対応するパケット メモリ、お

よびその他のオンボードのハードウェア コンポーネントの基本的なハードウェア機能についてテスト

します。スイッチの動作にとってスーパーバイザ エンジンのヘルスは特に重要であるため、POST の
結果はスイッチの起動方法に影響を与えます。スイッチは、marginal ステートまたは faulty ステート

で起動する可能性があります。

現在 POST をサポートしているのは、次のスーパーバイザ エンジンです。

• WS-X4014

• WS-X4515

• WS-X4516

• WS-X4516-10GE

• WS-X4013+

• WS-X4013+TS

• WS-X4013+10GE

• WS-C4948G

• WS-C4948G-10GE

• ME-4924-10GE

• WS-X45-SUP6-E

• WS-X45-SUP6L-E

• WS-X45-SUP7-E

• WS-X45-SUP7L-E
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POST 結果は、成功の場合はピリオド（.）または Pass、失敗の場合は F、テストされていない場合は 
U と表示されます。

POST の結果の例

すべてのスーパーバイザ エンジンに対して、POST は CPU、トラフィック、システム、システム メモ

リ、および機能についてのテストを実行します。

CPU テストでは、POST は使用中のスーパーバイザ エンジン SEEPROM、温度センサー、および 
Ethernet End-of-Band Channel（EOBC）の適切なアクティビティを検証します。

次の例は、CPU サブシステム テストの出力を示しています。

[..]
Cpu Subsystem Tests ...
seeprom: . temperature_sensor: . eobc: . 
[..]

トラフィック テストでは、POST は CPU からスイッチにパケットを送信します。これらのパケットは

スイッチ コア内を数回ループして、スイッチング、およびレイヤ 2 とレイヤ 3 の機能を検証します。

ハードウェア障害を的確に切り離すため、ループ バックはスイッチ ポートの内部と外部の両方で行わ

れます。

次の例は、Supervisor Engine 6-E および Supervisor Engine 6L-E の出力を示しています。

Switch# show diagnostic result module 3 detail

module 3:   SerialNo : XXXXXXXXXXX

  Overall diagnostic result: PASS

  Test results: (.= Pass, F = Fail, U = Untested)
___________________________________________________________________________

    1) supervisor-bootup ---------------> 
          Error code ------------------> 0 (DIAG_SUCCESS)
          Total run count -------------> 1
          Last test execution time ----> Oct 01 2007 17:37:04
          First test failure time -----> n/a
          Last test failure time ------> n/a
          Last test pass time ---------> Oct 01 2007 17:37:04
          Total failure count ---------> 0
          Consecutive failure count ---> 0
Power-On-Self-Test Results for ACTIVE Supervisor
prod: WS-X45-SUP6-E part: XXXXXXXXX serial: XXXXXXXXXX
Power-on-self-test for Module 3: WS-X45-SUP6-E
 Test Status: (.= Pass, F = Fail, U = Untested) 

CPU Subsystem Tests ...
seeprom: Pass

Traffic: L3 Loopback ...
Test Results: Pass 

Traffic: L2 Loopback ...
Test Results: Pass

Switching Subsystem Memory ...
Packet Memory Test Results: Pass

Module 3 Passed
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___________________________________________________________________________

    2) linecard-online-diag ------------> 
          Error code ------------------> 0 (DIAG_SUCCESS)
          Total run count -------------> 1
          Last test execution time ----> Oct 01 2007 17:37:04
          First test failure time -----> n/a
          Last test failure time ------> n/a
          Last test pass time ---------> Oct 01 2007 17:37:04
          Total failure count ---------> 0
          Consecutive failure count ---> 0 

Slot Ports Card Type                              Diag Status      Diag Details
---- ----- -------------------------------------- ---------------- ------------
 3     6   Sup 6-E 10GE (X2), 1000BaseX (SFP)     Skipped          Packet memory 
Detailed Status
---------------
.= Pass              U = Unknown
L = Loopback failure  S = Stub failure
P = Port failure
E = SEEPROM failure   G = GBIC integrity check failure

Ports 1   2   3   4   5   6 
      .   .   .   .   .   .
___________________________________________________________________________
Switch#

次の例は、Supervisor Engine 7-E および Supervisor Engine 7L-E の出力を示しています。

Switch# show diagnostic result module 3 detail

Checking digital signature
/nfs/gsg-sw/interim/flo_gsbu8/newest_image/iosxe/prod/cat4500e-universal.bin: Digitally 
Signed Development Software with key version A

Rommon reg: 0x00004FA8
Reset2Reg: 0x00000F00

Image load status: 0x00000000
#####
Snowtrooper 220 controller 0x04324CF8..0x044EDFA6 Size:0x0058B0C1 Program Done!
##############
Linux version 2.6.24.4.3.3.k10 (priypras@gsg-lnx-bld6) (gcc version 4.2.1 p4 (Cisco 
c4.2.1-p4)) #1 SMP Mon Jul 18 02:35:13 PDT 2011
Starting System Services

diagsk10-post version 4.1.7.4

prod: WS-X45-SUP7-E part: 73-12064-08 serial: CAT1418L05H

Power-on-self-test for Module 1: WS-X45-SUP7-E
 Test Status: (. = Pass, F = Fail, U = Untested)

CPU Subsystem Tests ... 
 seeprom: Pass

Traffic: L3 Looopback ... 
 Test Results: Pass

Traffic: L2 Loopback ... 
 Test Results: Pass
post done
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Exiting to ios...

POST の結果

ここでは、次の内容について説明します。

• 「アクティブ スーパーバイザ エンジンの POST 表示のサンプル」（P.68-13）

• 「スタンバイ スーパーバイザ エンジンの POST 表示のサンプル」（P.68-16）

アクティブ スーパーバイザ エンジンの POST 表示のサンプル

例を次に示します。

• 「Supervisor Engine 6-E および Supervisor Engine 6L-E」（P.68-13）

• 「Supervisor Engine 7-E および Supervisor Engine 7L-E」（P.68-15）

Supervisor Engine 6-E および Supervisor Engine 6L-E

Switch# show diagnostic result module 5 detail

Current bootup diagnostic level: minimal

module 5:   SerialNo : JAE1213CK36

  Overall Diagnostic Result for module 5 : PASS
  Diagnostic level at card bootup: minimal

  Test results: (. = Pass, F = Fail, U = Untested)

  ___________________________________________________________________________

    1) supervisor-bootup ---------------> .

          Error code ------------------> 0 (DIAG_SUCCESS)
          Total run count -------------> 1
          Last test testing type ------> n/a
          Last test execution time ----> Jul 21 2011 13:35:55
          First test failure time -----> n/a
          Last test failure time ------> n/a
          Last test pass time ---------> Jul 21 2011 13:35:55
          Total failure count ---------> 0
          Consecutive failure count ---> 0

Power-On-Self-Test Results for ACTIVE Supervisor

prod: WS-X45-SUP6-E part: 73-10597-06 serial: JAE1213CK36

Power-on-self-test for Module 5: WS-X45-SUP6-E

CPU Subsystem Tests ...
 seeprom: Pass

Traffic: L3 Looopback ...
 Test Results: Pass

Traffic: L2 Loopback ...
 Test Results: Pass

Switching Subsystem Memory ...
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 Packet Memory Test Results: Pass

Module 5 Passed
Remote TenGigabitPort status: Untested

  ___________________________________________________________________________

    2) linecard-online-diag ------------> .

          Error code ------------------> 0 (DIAG_SUCCESS)
          Total run count -------------> 1
          Last test testing type ------> n/a
          Last test execution time ----> Jul 21 2011 13:35:55
          First test failure time -----> n/a
          Last test failure time ------> n/a
          Last test pass time ---------> Jul 21 2011 13:35:55
          Total failure count ---------> 0
          Consecutive failure count ---> 0

Slot Ports Card Type                              Diag Status      Diag Details
---- ----- -------------------------------------- ---------------- ------------
 5     6   Sup 6-E 10GE (X2), 1000BaseX (SFP)     Skipped          Packet memory

Detailed Status
---------------
. = Pass              U = Unknown
L = Loopback failure  S = Stub failure
P = Port failure
E = SEEPROM failure   G = GBIC integrity check failure

Ports 1   2   3   4   5   6
      .   .   .   .   .   .

  ___________________________________________________________________________

    3) stub-rx-errors ------------------> .

          Error code ------------------> 0 (DIAG_SUCCESS)
          Total run count -------------> 1
          Last test testing type ------> Health Monitoring
          Last test execution time ----> Jul 21 2011 13:36:57
          First test failure time -----> n/a
          Last test failure time ------> n/a
          Last test pass time ---------> Jul 21 2011 13:36:57
          Total failure count ---------> 0
          Consecutive failure count ---> 0
  ___________________________________________________________________________

    4) supervisor-rx-errors ------------> .

          Error code ------------------> 0 (DIAG_SUCCESS)
          Total run count -------------> 1
          Last test testing type ------> Health Monitoring
          Last test execution time ----> Jul 21 2011 13:36:57
          First test failure time -----> n/a
          Last test failure time ------> n/a
          Last test pass time ---------> Jul 21 2011 13:36:57
          Total failure count ---------> 0
          Consecutive failure count ---> 0
Switch#
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Supervisor Engine 7-E および Supervisor Engine 7L-E

Switch# show diagnostic result module 3 detail

Current bootup diagnostic level: minimal

module 3:   SerialNo : CAT1450L1QU

  Overall Diagnostic Result for module 3 : PASS
  Diagnostic level at card bootup: minimal

  Test results: (. = Pass, F = Fail, U = Untested)

  ___________________________________________________________________________

    1) supervisor-bootup ---------------> .

          Error code ------------------> 0 (DIAG_SUCCESS)
          Total run count -------------> 1
          Last test testing type ------> n/a
          Last test execution time ----> Jul 21 2011 20:16:56
          First test failure time -----> n/a
          Last test failure time ------> n/a
          Last test pass time ---------> Jul 21 2011 20:16:56
          Total failure count ---------> 0
          Consecutive failure count ---> 0

Power-On-Self-Test Results for ACTIVE Supervisor

prod: WS-X45-SUP7-E part: 73-12064-08 serial: CAT1450L1QU

Power-on-self-test for Module 3: WS-X45-SUP7-E
 Test Status: (. = Pass, F = Fail, U = Untested)

CPU Subsystem Tests ...
 seeprom: Pass

Traffic: L3 Looopback ...
 Test Results: Pass

Traffic: L2 Loopback ...
 Test Results: Pass

Module 3 Passed

  ___________________________________________________________________________

    2) linecard-online-diag ------------> .

          Error code ------------------> 0 (DIAG_SUCCESS)
          Total run count -------------> 1
          Last test testing type ------> n/a
          Last test execution time ----> Jul 21 2011 20:16:56
          First test failure time -----> n/a
          Last test failure time ------> n/a
          Last test pass time ---------> Jul 21 2011 20:16:56
          Total failure count ---------> 0
          Consecutive failure count ---> 0

Slot Ports Card Type                              Diag Status      Diag Details
---- ----- -------------------------------------- ---------------- ------------
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 3     4   Sup 7-E 10GE (SFP+), 1000BaseX (SFP)   Skipped          Packet memory

Detailed Status
---------------
. = Pass              U = Unknown
L = Loopback failure  S = Stub failure
P = Port failure
E = SEEPROM failure   G = GBIC integrity check failure

Ports 1   2   3   4
      .   .   .   .

  ___________________________________________________________________________

    3) stub-rx-errors ------------------> .

          Error code ------------------> 0 (DIAG_SUCCESS)
          Total run count -------------> 2
          Last test testing type ------> Health Monitoring
          Last test execution time ----> Jul 21 2011 20:18:57
          First test failure time -----> n/a
          Last test failure time ------> n/a
          Last test pass time ---------> Jul 21 2011 20:18:57
          Total failure count ---------> 0
          Consecutive failure count ---> 0
  ___________________________________________________________________________

    4) supervisor-rx-errors ------------> .

          Error code ------------------> 0 (DIAG_SUCCESS)
          Total run count -------------> 2
          Last test testing type ------> Health Monitoring
          Last test execution time ----> Jul 21 2011 20:18:57
          First test failure time -----> n/a
          Last test failure time ------> n/a
          Last test pass time ---------> Jul 21 2011 20:18:57
          Total failure count ---------> 0
          Consecutive failure count ---> 0
Switch#

スタンバイ スーパーバイザ エンジンの POST 表示のサンプル

例を次に示します。

• 「Supervisor Engine 6-E および Supervisor Engine 6L-E」（P.68-16）

• 「Supervisor Engine 7-E および Supervisor Engine 7L-E」（P.68-18）

Supervisor Engine 6-E および Supervisor Engine 6L-E

Switch# show diagnostic result module 6 detail

Current bootup diagnostic level: minimal

module 6:   SerialNo :

  Overall Diagnostic Result for module 6 : PASS
  Diagnostic level at card bootup: minimal

  Test results: (. = Pass, F = Fail, U = Untested)
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  ___________________________________________________________________________

    1) supervisor-bootup ---------------> .

          Error code ------------------> 0 (DIAG_SUCCESS)
          Total run count -------------> 1
          Last test testing type ------> n/a
          Last test execution time ----> Jul 21 2011 13:35:55
          First test failure time -----> n/a
          Last test failure time ------> n/a
          Last test pass time ---------> Jul 21 2011 13:35:55
          Total failure count ---------> 0
          Consecutive failure count ---> 0

Power-On-Self-Test Results for STANDBY Supervisor

prod: WS-X45-SUP6-E part: 73-10597-04 serial: JAE1132SXQL

Power-on-self-test for Module 6: WS-X45-SUP6-E

CPU Subsystem Tests ...
 seeprom: Pass

Traffic: L3 Looopback ...
 Test Results: Pass

Traffic: L2 Loopback ...
 Test Results: Pass

Switching Subsystem Memory ...
 Packet Memory Test Results: Pass

Module 6 Passed
Remote TenGigabitPort status: Untested

  ___________________________________________________________________________

    2) linecard-online-diag ------------> .

          Error code ------------------> 0 (DIAG_SUCCESS)
          Total run count -------------> 1
          Last test testing type ------> n/a
          Last test execution time ----> Jul 21 2011 13:35:55
          First test failure time -----> n/a
          Last test failure time ------> n/a
          Last test pass time ---------> Jul 21 2011 13:35:55
          Total failure count ---------> 0
          Consecutive failure count ---> 0

Slot Ports Card Type                              Diag Status      Diag Details
---- ----- -------------------------------------- ---------------- ------------
 6     6   Sup 6-E 10GE (X2), 1000BaseX (SFP)     Passed           None 

Detailed Status
---------------
. = Pass              U = Unknown
L = Loopback failure  S = Stub failure
P = Port failure
E = SEEPROM failure   G = GBIC integrity check failure

Ports 1   2   3   4   5   6
      .   .   .   .   .   .
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  ___________________________________________________________________________

    3) stub-rx-errors ------------------> .

          Error code ------------------> 0 (DIAG_SUCCESS)
          Total run count -------------> 3
          Last test testing type ------> Health Monitoring
          Last test execution time ----> Jul 21 2011 13:39:06
          First test failure time -----> n/a
          Last test failure time ------> n/a
          Last test pass time ---------> Jul 21 2011 13:39:06
          Total failure count ---------> 0
          Consecutive failure count ---> 0
  ___________________________________________________________________________

    4) supervisor-rx-errors ------------> .

          Error code ------------------> 0 (DIAG_SUCCESS)
          Total run count -------------> 3
          Last test testing type ------> Health Monitoring
          Last test execution time ----> Jul 21 2011 13:39:06
          First test failure time -----> n/a
          Last test failure time ------> n/a
          Last test pass time ---------> Jul 21 2011 13:39:06
          Total failure count ---------> 0
          Consecutive failure count ---> 0
Switch#

Supervisor Engine 7-E および Supervisor Engine 7L-E

Switch# show diagnostic result module 4 detail

Current bootup diagnostic level: minimal

module 4:   SerialNo :

  Overall Diagnostic Result for module 4 : PASS
  Diagnostic level at card bootup: minimal

  Test results: (. = Pass, F = Fail, U = Untested)

  ___________________________________________________________________________

    1) supervisor-bootup ---------------> .

          Error code ------------------> 0 (DIAG_SUCCESS)
          Total run count -------------> 1
          Last test testing type ------> n/a
          Last test execution time ----> Jul 21 2011 20:16:56
          First test failure time -----> n/a
          Last test failure time ------> n/a
          Last test pass time ---------> Jul 21 2011 20:16:56
          Total failure count ---------> 0
          Consecutive failure count ---> 0

Power-On-Self-Test Results for STANDBY Supervisor

Power-On-Self-Test utility did not run during last boot session

  ___________________________________________________________________________

    2) linecard-online-diag ------------> .
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          Error code ------------------> 0 (DIAG_SUCCESS)
          Total run count -------------> 1
          Last test testing type ------> n/a
          Last test execution time ----> Jul 21 2011 20:16:56
          First test failure time -----> n/a
          Last test failure time ------> n/a
          Last test pass time ---------> Jul 21 2011 20:16:56
          Total failure count ---------> 0
          Consecutive failure count ---> 0

Slot Ports Card Type                              Diag Status      Diag Details
---- ----- -------------------------------------- ---------------- ------------
 4     4   Sup 7-E 10GE (SFP+), 1000BaseX (SFP)   Passed           None 

Detailed Status
---------------
. = Pass              U = Unknown
L = Loopback failure  S = Stub failure
P = Port failure
E = SEEPROM failure   G = GBIC integrity check failure

Ports 1   2   3   4
      .   .   .   .

  ___________________________________________________________________________

    3) stub-rx-errors ------------------> .

          Error code ------------------> 0 (DIAG_SUCCESS)
          Total run count -------------> 1
          Last test testing type ------> Health Monitoring
          Last test execution time ----> Jul 21 2011 20:25:20
          First test failure time -----> n/a
          Last test failure time ------> n/a
          Last test pass time ---------> Jul 21 2011 20:25:20
          Total failure count ---------> 0
          Consecutive failure count ---> 0
  ___________________________________________________________________________

    4) supervisor-rx-errors ------------> .

          Error code ------------------> 0 (DIAG_SUCCESS)
          Total run count -------------> 1
          Last test testing type ------> Health Monitoring
          Last test execution time ----> Jul 21 2011 20:25:20
          First test failure time -----> n/a
          Last test failure time ------> n/a
          Last test pass time ---------> Jul 21 2011 20:25:20
          Total failure count ---------> 0
          Consecutive failure count ---> 0

（注） ポートの 大数がテストされたことを確認するには、電源投入時に両方のスーパーバイザ エンジンが

存在することを確認します。
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テスト障害のトラブルシューティング

すべての POST テストの障害は、スーパーバイザ エンジン上のハードウェアに関する問題を示します。

Cisco IOS が機能限定でスーパーバイザ エンジンを起動し、診断テストの結果を評価および表示できま

す。障害の原因を特定するには、次のいずれかの手順を実行します。

• ハードウェア障害が継続しているかどうか評価するには、スーパーバイザ エンジンの電源をオフ /
オンし、POST テストに戻ります。

• また、シャーシでスーパーバイザ エンジンを取り外し、再度挿入しても、装着が正しいことを確

認できます。

詳細については、シスコのカスタマー サポート チームにお問い合わせください。

（注） 冗長シャーシでは、すでに挿入されているスーパーバイザ エンジンでの並列 POST がサポートされま

す。ただし、 初のスーパーバイザ エンジンをロード中に 2 番めのスーパーバイザ エンジンを挿入す

ると、 初のスーパーバイザ エンジンは Cisco IOS ステート faulty で起動します（POST が打ち切ら

れ、一部の POST テストがバイパスされます）。この状況は、複数のスーパーバイザ エンジンを同時起

動した場合だけに発生します。先に装着したスーパーバイザ エンジンが POST を実行している間は、

空のスーパーバイザ エンジン スロットに追加のスーパーバイザ エンジンを装着しないでください。

POST シーケンスが終了すると、「Exiting to ios...」メッセージが表示されます。
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69
WCCP バージョン 2 サービスの設定

この章では、Catalyst 4500 シリーズ スイッチを設定し、Web Cache Communication Protocol
（WCCP）バージョン 2 を使用してコンテンツ エンジン（Web キャッシュ）にトラフィックをリダイレ

クトする方法を説明します。

（注） この章の WCCP は WCCP バージョン 2 を表します。WCCP バージョン 1 はサポートされません。

この章で説明する内容は、次のとおりです。

• 「WCCP について」（P.69-1）

• 「WCCP に関する制約事項」（P.69-5）

• 「WCCP の設定」（P.69-6）

• 「WCCP 設定の確認およびモニタリング」（P.69-9）

• 「WCCP の設定例」（P.69-10）

（注） この章の作業は、コンテンツ エンジンがネットワークに設定されていることを前提にしています。

Cisco コンテンツ エンジンおよび WCCP に関連付けられたハードウェアとネットワークの計画に関す

る情報については、次の場所にある Cisco.com から入手可能な製品マニュアルのリンクを参照してく

ださい :

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_2/configfun/configuration/guide/fcf018_ps1835_TSD_Produ
cts_Configuration_Guide_Chapter.html

および

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk122/tk717/tsd_technology_support_protocol_home.html

WCCP について
ここでは WCCP について説明します。

• 「概要」（P.69-2）

• 「ハードウェア アクセラレーション」（P.69-2）

• 「WCCP 構成の概要」（P.69-3）

• 「WCCP の機能」（P.69-4）

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_2/configfun/configuration/guide/fcf018_ps1835_TSD_Products_Configuration_Guide_Chapter.html
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk122/tk717/tsd_technology_support_protocol_home.html
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WCCP について

概要

WCCP はシスコが開発したコンテンツ ルーティング技術で、ネットワーク インフラストラクチャにコ

ンテンツ エンジンを統合することができます。

Cisco IOS WCCP 機能を使用すると、Cisco コンテンツ エンジン（または WCCP を実行する他のコン

テンツ エンジン）を使用してネットワークの Web トラフィック パターンをローカライズし、コンテン

ト要求をローカルで処理できるようになります。トラフィックのローカライズによって伝送コストが削

減され、ダウンロード時間が短縮されます。

WCCP によって、Cisco IOS ルーティング プラットフォームはコンテンツ要求を透過的ににリダイレ

クトできます。HTTP/non-http 要求の透過的なリダイレクトの主な利点は、ユーザが自分のブラウザを 
Web プロキシを使用するように設定しないですむことです。ユーザはターゲット URL を使用してコン

テンツを要求できます。また、ユーザの要求はコンテンツ エンジンに自動的にリダイレクトされます。

この場合の「透過的」とは、要求したファイル（Web ページなど）がコンテンツ エンジンから送信さ

れたものであり、指定したサーバから送信されたものではないことがユーザにはわからないという意味

です。

要求を受信したコンテンツ エンジンは、自分のローカル コンテンツを使用して要求に応じようとしま

す。要求した情報が存在しない場合、コンテンツ エンジンから独自の要求が元のターゲット サーバに

発行され、必要な情報が取得されます。コンテンツ エンジンは、要求された情報を取得すると、要求

クライアントに転送し、以降の要求に対応するためにキャッシュします。そのため、ダウンロードのパ

フォーマンスが大きく向上し、送信コストが大幅に削減されます。

WCCP により、一連のコンテンツ エンジン（コンテンツ エンジン クラスタと呼ぶ）が 1 つまたは複数

のルータにコンテントを提供できます。ネットワーク管理者は、このようなクラスタ処理機能を使用す

るコンテンツ エンジンを簡単に拡張して、トラフィック負荷が重い場合でも処理することができます。

シスコのクラスタ処理技術により、それぞれのコンテンツ メンバの同時動作が可能になり、直線的な

スケーラビリティが実現します。クラスタ処理コンテンツ エンジンによって、キャッシュ ソリュー

ションのスケーラビリティ、冗長性、および可用性が大幅に改善されます。 大 32 個のコンテンツ エ
ンジンをクラスタ処理し、目的の容量まで拡張できます。

ハードウェア アクセラレーション

ハードウェア アクセラレーションは Catalyst 4500 シリーズ スイッチではデフォルトでイネーブルで

す。レイヤ 2 リライト フォワーディングおよびレイヤ 2 のリターン方式はハードウェアでサポートさ

れます。

スイッチがハードウェア（TCAM）またはソフトウェアのリソースを使い果たした場合は、トラ

フィックはソフトウェアでリダイレクトされます。GRE リターン方式は、ソフトウェアでのみサポー

トされます。

直接接続されたコンテンツ エンジンを設定して、WCCP レイヤ 2 リダイレクション機能をマスク割り

当てテーブルに基づいて（ロード バランシングとともに）使用するようにネゴシエーションできるよ

うにする必要があります。how ip wccp web-cache detail コマンドを実行すると、それぞれのキャッ

シュで使用されるリダイレクション方式が表示されます。

（注） マスク割り当てテーブルと WCCP レイヤ 2 リダイレクション機能を使用するように Cisco コン

テンツ エンジン リリース 2.2 以降を設定できます。
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WCCP について

WCCP 構成の概要

1 つのキャッシュ クラスタにサービスを提供するために複数のルータで WCCP を使用できます。

図 69-1 に、複数のルータを使用した構成例を示します。

図 69-1 WCCP を使用した Cisco コンテンツ エンジン ネットワーク構成

クラスタ内のコンテンツ エンジンと、同じサービスを実行しているクラスタに接続するルータ内のコ

ンテンツ エンジンのサブセットは、サービス グループと呼ばれます。利用可能なサービスには、TCP 
およびユーザ データグラム プロトコル（UDP）リダイレクションがあります。

WCCP では、それぞれのコンテンツ エンジンは、サービス グループ内のすべてのルータを認識する必

要があります。サービス グループ内のすべてのルータのアドレスを指定するには、次のいずれかの方

法を選択する必要があります。

• ユニキャスト：グループ内の各ルータの IP アドレス リストを、各コンテンツ エンジンで設定しま

す。この場合、グループ内の各ルータのアドレスは、設定時に各コンテンツ エンジンについて明

示的に指定する必要があります。

• マルチキャスト：単一のマルチキャスト アドレスを各コンテンツ エンジンで設定します。マルチ

キャスト アドレス方式の場合、コンテンツ エンジンは、サービス グループのすべてのルータに提

供するシングル アドレス通知を送信します。たとえば、コンテンツ エンジンは、パケットを常に

マルチキャスト アドレス 224.0.0.100 に送信するように示すことができます。それによって、マル

チキャスト パケットは、WCCP を使用してリッスンしているグループ用に設定されたサービス グ
ループ内のすべてのルータに送信されます（詳細については、ip wccp group-listen インターフェ

イス コンフィギュレーション コマンドを参照してください）。

マルチキャスト オプションの場合、必要な操作は各コンテンツ エンジンで単一の IP アドレスを指定す

ることだけなので、設定が容易です。またこの方法では、コンテンツ エンジンに毎回異なるアドレス

のリストを再設定せずに、サービス グループにダイナミックにルータを追加したり削除したりするこ

とができます。

23
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WCCP について

次の一連のイベントでは、WCCP がどのように機能するかについて説明します。

1. 各 WCCP クライアント（コンテンツ エンジン）は、WCCP サーバ（ルータ）のリストで設定され

ます。

2. 各コンテンツ エンジンは、そのプレゼンスを「Here I Am」メッセージと、通信を確立したルータ

のリストを使用して通知します。ルータは、「I see You」メッセージを通じて、サービス グループ

内のコンテンツ エンジンのビュー（リスト）で応答します。

3. クラスタのすべてのコンテンツ エンジンのビューが同じであれば、1 つのコンテンツ エンジンが

先頭として指定され、トラフィックのリダイレクション時にスイッチで適用する必要があるポリ

シーを設定します。

WCCP の機能

ここでは、WCCP の次の機能について説明します。

• HTTP および非 HTTP サービスのサポート

• 複数ルータのサポート

• MD5 セキュリティ

• Web コンテンツ パケットの返送

HTTP および非 HTTP サービスのサポート

WCCP は HTTP トラフィック（TCP ポート 80 のトラフィック）および非 HTTP トラフィック（TCP 
および UDP）のリダイレクションを可能にします。WCCP は他のポート向けパケットのリダイレク

ションもサポートします。これには、プロキシ Web キャッシュ処理、File Transfer Protocol（FTP; 
ファイル転送プロトコル）キャッシング、FTP プロキシ処理、ポートの Web キャッシング（ポート 80 
を除く）、および Real Audio、Video、テレフォニー アプリケーション用のパケットが含まれます。

さまざまなタイプのサービスが利用できるようにするために、WCCP には複数のサービス グループと

いう考え方が導入されています。ダイナミック サービス ID 番号（「98」など）または定義済みサービ

ス キーワード（「web-cache」など）を使用して、WCCP コンフィギュレーション コマンドでサービス

情報を指定します。この情報は、サービス グループ メンバーが同じサービスを使用または提供してい

ることを確認するために使用されます。

（注） Catalyst 4500 シリーズ スイッチは、 大 8 つのサービス グループをサポートします。

ACNS バージョン 5.2 ソフトウェアでサポートされている WCCP バージョン 2 サービスについては、

『Release Notes for Cisco ACNS Software, Release 5.2.3』を参照してください。

サービス グループのコンテンツ エンジンは、プロトコル（TCP または UDP）およびポート（送信元

または宛先）によってリダイレクトされるトラフィックを指定します。それぞれのサービス グループ

にはプライオリティ レベルが割り当てられています。パケットは、サービス グループに対してプライ

オリティ順に照合され、トラフィック特性に一致する 高のプライオリティのサービス グループに

よってリダイレクトされます。

複数ルータのサポート

WCCP では、複数のルータをキャッシュ エンジンのクラスタに追加できます。サービス グループで複

数のルータを使用すると、冗長化、インターフェイス集約、およびリダイレクション負荷の分散が可能

になります。
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WCCP に関する制約事項

MD5 セキュリティ

WCCP には任意の認証機能があり、パスワードおよび HMAC MD5 標準を使用して、どのルータおよ

びコンテンツ エンジンがサービス グループの一部になるかを制御できます。共有秘密キー MD5 ワン

タイム認証（ip wccp [password [0-7] password] グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用

して設定）では、メッセージを代行受信、検査、およびリプレイから保護します。

Web コンテンツ パケットの返送

エラーや過負荷のために、コンテンツ エンジンがキャッシュした要求オブジェクトを提供できない場

合、コンテンツ エンジンは本来の宛先であるサーバに転送するように要求をルータに返します。

WCCP は、どの要求がサービスを実行されずにコンテンツ エンジンから返されたかを確認します。

ルータは、この情報を使用して、要求を本来の宛先サーバに転送します（コンテンツ クラスタに要求

を再送信しません）。これにより、エラー処理はクライアントに意識されません。

コンテンツ エンジンがパケットを拒否し、パケット返送機能を開始する場合、一般的に次のような理

由があります。

• コンテンツ エンジンが過負荷でパケットを処理する余裕がない。

• コンテンツ エンジンに一定のフィルタリングがあり、パケットのキャッシングは逆効果である

（IP 認証がオンの場合など）。

WCCP に関する制約事項
WCCP には次のような制約事項があります。

• WCCP は、IPv4 ネットワークだけで動作します。

• マルチキャスト クラスタにサービスを提供するルータには、存続可能時間（TTL）値を 15 以下に

設定する必要があります。

• クラスタにサービスを提供するレイヤ 3 スイッチの存続可能時間（TTL）値は、15 秒以下でなけ

ればなりません。

• ほとんどの場合、WCCP プロトコル メッセージは IP マルチキャストのため、メンバーは関係のな

いメッセージや重複メッセージを受信することがあります。適切なフィルタリングを実行する必要

があります。

• 1 つのサービス グループは 大 32 のコンテンツ エンジンと 32 のルータで構成できます。

• クラスタのすべてのコンテンツ エンジンは、クラスタにサービスを提供するすべてのルータと通

信できるように設定する必要があります。

• 大 8 個のアクティブ サービス グループがスイッチでサポートされます。 大 8 個のサービス グ
ループが同じクライアント インターフェイスで同時に設定できます。

• レイヤ 2 書き換え転送方式はハードウェアでサポートされます。GRE カプセル化転送方式はサ

ポートされません。

• GRE リターン方式はソフトウェアでサポートされます。レイヤ 2 リターン方式はハードウェアで

サポートされ、推奨されます。

• コンテンツ エンジンにレイヤ 3 を直接接続する必要があります。1 つまたは複数ホップ離れたレイ

ヤ 3 接続はサポートされません。

• 入力および出力リダイレクション設定は、インターフェイスに接続するコンテンツ エンジンでは

サポートされません。
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WCCP の設定

• WCCP バージョン 2 規格では、 大 256 個のマスクをサポートします。ただし、Catalyst 4500 シ
リーズ スイッチは、単一のマスクへのマスク割り当てテーブルだけをサポートします。

• 有効なマルチキャスト アドレスの範囲は、224.0.0.0 ～ 239.255.255.255 です。

WCCP の設定
次の設定作業では、ネットワークに含めるコンテンツ エンジンがすでにインストールおよび設定され

ていることを前提としています。クラスタにコンテンツ エンジンを設定してから、ルータで WCCP 機
能を設定する必要があります。コンテンツ エンジンの構成およびセットアップについては、『Cisco 
Content Engine User Guide』を参照してください。

キャッシュ エンジンに接続されているルータ インターフェイスに IP を設定する必要があります。ルー

タの設定作業の例は、この項で説明します。コマンド構文の詳細については、『Cisco IOS 
Configuration Fundamentals Command Reference，Cisco IOS Release 12.3』を参照してください。

次の項では、WCCP の設定方法について説明します。

• 「WCCP を使用したサービス グループの設定」（P.69-6）（必須）

• 「WCCP サービス グループのアクセス リストの使用」（P.69-9）（任意）

• 「ルータおよびキャッシュ エンジンのパスワードの設定」（P.69-9）（任意）

WCCP を使用したサービス グループの設定

WCCP は論理リダイレクション サービスに基づいてサービス グループを使用します。標準サービスは

コンテンツ エンジンで、TCP ポート 80（HTTP）トラフィックを代行受信してコンテンツ エンジンに

リダイレクトします。このサービスは、Web キャッシュ サービスの特徴はルータとコンテンツ エンジ

ンの両方から認識されているため、既知のサービスと呼ばれます。サービス ID 以外の広く知られてい

るサービスの記述は不要です（コマンドライン インターフェイス（CLI）がコマンド構文に 
web-cache キーワードを提供します）。

ACNS バージョン 5.2 ソフトウェアでサポートされている WCCP サービスについては、『 Release 
Notes for Cisco ACNS Software, Release 5.2.3』を参照してください。

Web キャッシュ サービス以外にも、 大 7 つのダイナミック サービスをスイッチで同時に実行できま

す。

（注） スイッチでは同時に複数のサービスが実行できます。また、ルータおよびコンテンツ エンジンは、同

時に複数のサービス グループの一部になることができます。

ダイナミック サービスは、コンテンツ エンジンによって定義されます。コンテンツ エンジンは、代行

受信するプロトコルまたはポート、およびトラフィックの分散方法をルータに指示します。ダイナミッ

ク サービス グループのトラフィックの特徴に関する情報は、ルータ自体にはありません。この情報は、

グループに参加する 初のコンテンツ エンジンから提供されるためです。ダイナミック サービスでは、

1 つのプロトコル（TCP または UDP）に 大 8 つのポートを指定できます。

たとえば、Cisco コンテンツ エンジンではダイナミック サービス 99 を使用して、リバース プロキシ 
サービスを指定します。ただし、このサービス番号は、他のコンテンツ エンジンでは他のサービスに

使用されることがあります。次の設定情報は、Cisco ルータで汎用サービスをイネーブルにするための

ものです。コンテンツ エンジンにサービスを設定する場合の詳細については、コンテンツ エンジンの

マニュアルを参照してください。
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WCCP の設定

Catalyst 4500 シリーズ スイッチでサービスをイネーブルにするには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch(config)# ip wccp {web-cache | 
service-number} [group-address groupaddress] 
[redirect-list access-list] [group-list 
access-list] [password password]

ダイナミック サービスをスイッチでイネーブルにするよ

うに指定し、サービス グループで使用される IP マルチ

キャスト アドレス（任意）、リダイレクト対象のトラ

フィックを制御するリダイレクト アクセス リスト（任

意）、コンテンツ エンジンのメンバーシップに使用する

グループ リスト（任意）を指定し、MD5 認証を使用す

るかどうか（任意）を指定し、WCCP サービスをイネー

ブルにします。

ステップ 2 Switch(config-if)# [no] ip wccp check services 
all

サービスがパケットに一致し、サービスにリダイレクト 
アクセス リストが設定されている場合、IP パケットはそ

のアクセス リストに対してチェックされます。アクセス 
リストによってパケットが拒否される場合、ip wccp 
check services all コマンドを設定していない限り、低い

プライオリティのサービスにパケットは渡されません。

ip wccp check services all コマンドを設定すると、イン

ターフェイスに設定されている残りの低いプライオリ

ティのサービスに対して、引き続きパケットのマッチン

グが試行されます。

ステップ 3 Switch(config)# interface type number 設定するクライアント インターフェイスを指定し、イン

ターフェイス コンフィギュレーション モードを開始しま

す。

ステップ 4 Switch(config-if)# ip wccp 
{web-cache | service-number} redirect {in | out}

入力の WCCP リダイレクションまたは指定したクライ

アント インターフェイスの出力トラフィックをイネーブ

ルにします。

ステップ 5 Switch(config)# interface type number 出力リダイレクションの排除用に設定するインターフェ

イスを指定します。

ステップ 6 Switch(config-if)# ip wccp redirect exclude in このインターフェイスで受信されたパケットが、出力リ

ダイレクションから除外されることを指定します。これ

は、レイヤ 2 のリターン方式がコンテンツ エンジンで使

用され、出力リダイレクションがサーバ インターフェイ

スに設定されている場合、コンテンツ エンジン インター

フェイスに設定される必要があります。

ステップ 7 Switch(config)# interface type number （マルチキャスト機能を実行する場合にだけ必要）マル

チキャストを受信するように設定するコンテンツ エンジ

ン インターフェイスを指定します。

ステップ 8 Switch(config-if)# ip wccp {web-cache | 
service-number} group-listen

（マルチキャスト機能を実行する場合にだけ必要）ス

テップ 4 で指定したインターフェイスで IP マルチキャス

ト パケット（コンテンツ エンジンから送信される 
WCCP プロトコル パケット）の受信をイネーブルにし

ます。
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WCCP の設定

Web キャッシュ サービスの指定

Web キャッシュ サービスおよび入力リダイレクションを設定するには、次の作業を行います。

Web キャッシュ サービスおよび出力リダイレクトを設定するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch(config)# ip wccp web-cache スイッチで Web キャッシュ サービスをイネーブルにし

ます。

ステップ 2 Switch(config)# interface type number Web キャッシュ サービスを実行するクライアント イン

ターフェイス番号を指定し、コンフィギュレーション 
モードを開始します。

ステップ 3 Switch(config-if)# ip wccp web-cache redirect in ステップ 2 で指定したクライアント インターフェイスを

使用して、コンテンツ エンジンにリダイレクトできるパ

ケットかどうかのチェックをイネーブルにします。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch(config)# ip wccp web-cache スイッチで Web キャッシュ サービスをイネーブルにし

ます。

ステップ 2 Switch(config)# interface type number Web キャッシュ サービスのサーバ インターフェイス番

号を対象として、インターフェイス コンフィギュレー

ション モードを開始します。

ステップ 3 Switch(config-if)# ip wccp web-cache redirect out ステップ 2 で指定したクライアント インターフェイスを

使用して、コンテンツ エンジンにリダイレクトできるパ

ケットかどうかのチェックをイネーブルにします。

ステップ 4 Switch(config)# interface type number コンテンツ エンジン インターフェイス番号を指定し、イ

ンターフェイス コンフィギュレーション モードを開始し

ます。

ステップ 5 Switch(config-if)# ip wccp web-cache redirect in このインターフェイスで受信されたパケットが、出力リ

ダイレクションから除外されることを指定します。これ

は L2 リターン方式経由でコンテンツ エンジンによって

返されるパケットまたはコンテンツ エンジンで生成され

たパケットが、コンテンツ エンジンにリダイレクトされ

ることを防ぎます。
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WCCP 設定の確認およびモニタリング

WCCP サービス グループのアクセス リストの使用

Catalyst 4500 シリーズ スイッチは、アクセス リストを使用して、サービス グループに加入するコンテ

ンツ エンジンを制限できます。

コンテンツ エンジンを制限するには、次の作業を行います。

ルータおよびキャッシュ エンジンのパスワードの設定

MD5 パスワード セキュリティでは、サービス グループに加入するコンテンツ エンジンおよび Catalyst 
4500 シリーズ スイッチごとにサービス グループ パスワードを設定する必要があります。パスワード

は 大 7 文字にできます。サービス グループのコンテンツ エンジンまたは Catalyst 4500 シリーズ ス
イッチは、WCCP メッセージ ヘッダーを確認した直後に、受信した WCCP パケットのセキュリティ 
コンポーネントを認証します。認証に失敗したパケットは廃棄されます。

WCCP 通信で Catalyst 4500 シリーズ スイッチが使用する MD5 パスワードを設定するには、次の作業

を行います。

WCCP 設定の確認およびモニタリング
WCCP の設定を確認およびモニタリングするには、EXEC モードで次の作業を実行します。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch(config)# access-list access-list permit ip 
host host-address [destination-address | 
destination-host | any]

コンテンツ エンジンのユニキャスト アドレスに基づいた

アクセス リストを作成します。

ステップ 2 Switch(config)# ip wccp web-cache group-list 
access-list

スイッチに、どのコンテンツ エンジンのサービス グルー

プへの加入が許可または不許可であるかを示します。

コマンド 目的

Switch(config)# ip wccp web-cache password password Catalyst 4500 シリーズ スイッチに MD5 
パスワードを設定します。

コマンド 目的

Switch# show ip wccp [web-cache | service-number] WCCP に関連するグローバル情報を表示します。この

情報には、実行中のプロトコルのバージョン、ルータ 
サービス グループのコンテンツ エンジンの数、ルータ

に接続可能なコンテンツ エンジン グループ、使用中の

アクセス リストが含まれます。

Switch# show ip wccp {web-cache | service-number} detail ルータが検出した、サービス グループのコンテンツ エ
ンジンの情報を問い合せます。Web キャッシュ サービ

スまたは指定のダイナミック サービスのいずれかの情

報が表示されます。
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WCCP の設定例

WCCP の設定例
ここでは、次の設定例を示します。

• 「一般的な WCCP 設定の実行例」（P.69-10）

• 「Web キャッシュ サービスの実行例」（P.69-10）

• 「逆プロキシ サービスの実行例」（P.69-11）

• 「TCP 無差別サービスの実行例」（P.69-11）

• 「リダイレクト アクセス リストの実行例」（P.69-11）

• 「アクセス リストの使用例」（P.69-12）

• 「スイッチおよびコンテンツ エンジンへのパスワードの設定例」（P.69-12）

• 「WCCP 設定の確認例」（P.69-12）

一般的な WCCP 設定の実行例

次に、一般的な WCCP 設定セッションの例を示します。VLAN 20 はクライアント インターフェイス

です。VLAN 50 はコンテンツ エンジン インターフェイスです。

Switch# configure terminal 
Switch(config)# ip wccp web-cache group-address 224.1.1.100 password alaska1 
Switch(config)# interface vlan 20 
Switch(config-if)# ip wccp web-cache redirect in
Switch(config)# interface vlan 50 
Switch(config-if)# ip wccp web cache group-listen

Web キャッシュ サービスの実行例

次に、入力リダイレクションを使用した Web キャッシュ サービス設定セッションの例を示します。

Switch# configure terminal

Switch# show ip interface ip wccp リダイレクション コマンドがクライアント イ
ンターフェイスで設定されているかどうかを表示しま

す。たとえば、「Web Cache Redirect is enabled / 
disabled」などと表示されます。

Switch# show ip wccp {web-cache | service-number} view 特定のサービス グループで検出された装置、トラブル

が発生しているコンテンツ エンジン、現在のスイッチ

に接続されているその他のすべてのスイッチで認識可

能なコンテンツ エンジンを表示します。

view キーワードは、サービス グループのアドレス一覧

を示します。Web キャッシュ サービスまたは指定のダ

イナミック サービスのいずれかの情報が表示されま

す。

詳細なトラブルシューティング情報を表示するには、 
show ip wccp {web-cache | service number} service コ
マンドを使用します。

コマンド 目的
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WCCP の設定例

Switch(config)# ip wccp web-cache
Switch(config)# interface vlan 20 
Switch(config-if)# ip wccp web-cache redirect in
Switch(config-if)# ^Z
Switch# copy running-config startup-config
Switch# show ip interface vlan 20 | include WCCP Redirect
WCCP Redirect inbound is enabled
WCCP Redirect exclude is disabled

逆プロキシ サービスの実行例

次に、リバース プロキシ サービスの実行にダイナミック サービス 99 を使用する Cisco コンテンツ エ
ンジンを使用してサービス グループを設定する例を示します。次に、VLAN 40 がサーバ インターフェ

イスを反映し、VLAN 50 がコンテンツ エンジン インターフェイスを反映する場所での出力リダイレク

ションの設定方法の例を示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# ip wccp 99
Switch(config)# interface vlan 40 
Switch(config-if)# ip wccp 99 redirect out
Switch(config# interface vlan 50
Switch(config-if)# ip wccp redirect exclude in

TCP 無差別サービスの実行例

VLAN 40 がサーバ インターフェイスを表し、VLAN 50 がコンテンツ エンジン インターフェイスを表

する場所での TCP 無差別サービスの設定方法の例を示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# ip wccp 61
Switch(config)# ip wccp 62
Switch(config)# interface vlan 40 
Switch(config-if)# ip wccp 61 redirect out
Switch(config-if)# ip wccp 62 redirect in
Switch(config)# interface vlan 50
Switch(config-if)# ip wccp redirect exclude in

リダイレクト アクセス リストの実行例

リダイレクト アクセス リストにより、リダイレクトされるトラフィックを制御できるようになります。

次に、サブネット 10.1.1.0 からのトラフィックだけをリダイレクトする方法の例を示します。

Switch(config)# ip access-list extended 100
Switch(config-ext-nacl)# permit ip 10.1.1.0 255.255.255.0 any 
Switch(config-ext-nacl)# exit
Switch(config)# ip wccp web-cache redirect-list 100
Switch(config)# interface vlan 40 
Switch(config-if)# ip wccp web-cache redirect out
Switch(config)# interface vlan 50
Switch(config-if)# ip wccp redirect exclude in
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WCCP の設定例

アクセス リストの使用例

セキュリティを向上させるには、現在のスイッチで登録するコンテンツ エンジンのものとして有効な 
IP アドレスを、標準のアクセス リストを使用して Catalyst 4500 シリーズ スイッチに通知します。次

に、サンプル ホストのアクセス リスト番号が 10 である標準的なアクセス リストの設定セッション例

を示します。

router(config)# access-list 10 permit host 11.1.1.1
router(config)# access-list 10 permit host 11.1.1.2
router(config)# access-list 10 permit host 11.1.1.3
router(config)# ip wccp web-cache group-list 10

スイッチおよびコンテンツ エンジンへのパスワードの設定例

次に、WCCP パスワード設定セッションの例を示します。パスワードは alaska1 です。

Switch# configure terminal
router(config)# ip wccp web-cache password alaska1

WCCP 設定の確認例

設定の変更を確認するには、more system:running-config EXEC コマンドを使用します。次に、

Catalyst 4500 シリーズ スイッチの Web キャッシュ サービスとダイナミック サービス 99 がどちらもイ

ネーブルである場合の例を示します。

WCCP ユニキャスト モード

Switch# more system:running-config

Building configuration...
Current configuration: 
! 
version 12.2
service timestamps debug uptime 
service timestamps log uptime 
no service password-encryption 
service udp-small-servers 
service tcp-small-servers 
! ! 
enable secret 5 $1$nSVy$faliJsVQXVPW.KuCxZNTh1 
enable password alabama1
! 
ip subnet-zero 
ip wccp web-cache 
ip wccp 99 
! 
interface Vlan200 
ip address 10.3.1.2 255.255.255.0
ip wccp web-cache redirect in

interface Vlan300
ip address 10.4.1.1 255.255.255.0 
ip wccp redirect exclude in

interface Vlan400
ip address 10.5.1 255.255.255.0 
ip wccp 99 redirect out
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WCCP の設定例

ip default-gateway 10.3.1.1 
ip classless 
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.3.1.1 
no ip http server 
! 
! 

WCCP マルチキャスト モード

ip wccp web-cache group-address 224.1.1.1
ip wccp 60 group-address 224.1.1.1
ip wccp 90
ip wccp 91

interface Vlan70
 ip address 70.1.1.1 255.255.255.0
 ip wccp web-cache group-listen
 ip wccp 60 group-listen
 ip wccp redirect exclude in
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WCCP の設定例
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MIB サポートの設定

この章では、Cisco 4500 シリーズ スイッチに簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）および管理

情報ベース（MIB）サポートを設定する方法を説明します。ここでは、次の内容について説明します。

• 「Cisco IOS リリースの MIB サポートの判断」（P.70-1）

• 「Cisco IOS MIB ツールの使用」（P.70-2）

• 「MIB のダウンロードおよびコンパイル」（P.70-2）

• 「SNMP サポートのイネーブル化」（P.70-4）

（注） この章で使用するスイッチ コマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL で『Cisco 
Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』と関連資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products//hw/switches/ps4324/index.html

『Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』に掲載されていないコマンドについては、より詳

細な Cisco IOS ライブラリを参照してください。次の URL で『Catalyst 4500 Series Switch Cisco IOS 
Command Reference』と関連資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html

Cisco IOS リリースの MIB サポートの判断
Cisco 4500 シリーズ スイッチで動作する Cisco IOS Release に含まれている MIB を調べるには、次の

手順を実行します。

ステップ 1 次の URL の Cisco MIB サポート ページにアクセスします。

http://www.cisco.com/public/sw-center/netmgmt/cmtk/mibs.shtml

ステップ 2 [Cisco Access Products] で [Cisco 4500 switch] を選択すると、Cisco 4500 スイッチでサポートされる 
MIB のリストが表示されます。

ステップ 3 リスト内をスクロールして目的のリリースを探します。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html
http://www.cisco.com/public/sw-center/netmgmt/cmtk/mibs.shtml
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Cisco IOS MIB ツールの使用
ここでは、Cisco MIB ツール ページにアクセスする方法を説明します。MIB Locator を使用すると、

Cisco IOS ソフトウェア リリースの MIB がわかります。MIB の一般情報、SNMP Object Navigator を
使用して SNMP Object Identifier（OID; オブジェクト ID）を SNMP 名に変換する方法、および Cisco 
MIB をロードする方法もわかります。

Cisco IOS MIB ツールのサイトにアクセスするには、次の手順を実行します。

ステップ 1 次の URL の Cisco Products and Services ページにアクセスします。

http://tools.cisco.com/ITDIT/MIBS/servlet/index

ステップ 2 [MIB Locator] をクリックしてアプリケーションを起動します。

MIB Locator を使用して MIB を探すには、3 つの方法があります。

• [MIB Locator] ページを利用する方法

– ドロップダウン メニューをクリックし、目的の Cisco IOS ソフトウェア リリースを選択しま

す。

– Platform Family メニューに表示されたフィーチャ セット（CAT4500-SUP2-PLUS、
CAT4500-SUP2-PLUS-TS、CAT4500-SUP3、CAT4500-SUP4、CAT4500-SUP5、
CAT4500-SUP5-10gGE2、CAT4948 ）から、適切なフィーチャ セットを選択します。 初

にプラットフォームを選択すると、Cisco 4500 シリーズ スイッチに適用されるリリースおよ

びフィーチャ セットだけが表示されます。

– [Feature Set] メニューで、[Service Provider W/VIP] を選択します。

• MIB Locator ページではイメージ名で検索できます。たとえば、次のように入力して [Submit] ボ
タンをクリックします。

c7200-js56i-mz.12.0-1

• MIB Locator ページでは、メニューに表示された MIB のリストから MIB を検索することもできま

す。MIB を選択することも、CTRL キーを押したままクリックすることによって複数の MIB を選

択することもできます。そのあと、[Submit] ボタンをクリックします。

（注） MIB を選択したら、リンクおよび指示に従います。

MIB のダウンロードおよびコンパイル
ここでは、Cisco 4500 シリーズ スイッチの MIB をダウンロードしてコンパイルする方法について説

明します。

• 「MIB を使用する際の注意事項」（P.70-3）

• 「MIB のダウンロード」（P.70-3）

• 「MIB のコンパイル」（P.70-4）

http://tools.cisco.com/ITDIT/MIBS/servlet/index
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MIB を使用する際の注意事項

MIB の操作時には、次の注意事項に従ってください。

• データ型の定義が一致しない場合、コンパイラ エラーや警告メッセージが発生することがありま

す。Cisco MIB のデータ型定義が一致する場合でも、標準の RFC MIB が一致しないことがありま

す。次に例を示します。

     MIB A defines: SomeDatatype ::= INTEGER(0..100)
     MIB B defines: SomeDatatype ::= INTEGER(1..50) 

この例はささいなエラーと見なされ、MIB の読み込みは警告メッセージ付きで成功します。

（2 つの定義が実質的に同じでも）次の例は重大なエラーと見なされ、MIB の解析に失敗します。

     MIB A defines: SomeDatatype ::= DisplayString 
     MIB B defines: SomeDatatype ::= OCTET STRING (SIZE(0..255)) 

MIB コンパイラがこれらをエラーとして扱う場合、または警告メッセージを削除する場合、この

同じデータ型を定義する MIB の 1 つを編集し、定義が一致するようにします。

• 多くの MIB は他の MIB から定義を読み込みます。管理アプリケーションで MIB を読み込む必要

があり、未定義のオブジェクトの問題が発生する場合、次の MIB を指定した順に読み込みます。

SNMPv2-SMI.my
SNMPv2-TC.my
SNMPv2-MIB.my
RFC1213-MIB.my
IF-MIB.my
CISCO-SMI.my
CISCO-PRODUCTS-MIB.my
CISCO-TC.my

• 詳細情報および SNMP のテクニカル ティップスを参照するには、[Locator] ページから 
 [SNMP MIB Technical Tips] をクリックしてリンクをクリックするか、次の URL にアクセスして

ください。

http://www.cisco.com/pcgi-bin/Support/browse/psp_view.plp=Internetworking:SNMP&s=Impleme
ntation_and_Configuration#Samples_and_Tips

• MIB オブジェクトに割り当てられている SNMP OID のリストについては、次の URL にアクセス

して [SNMP Object Navigator] をクリックし、リンクを参照してください。

http://tools.cisco.com/ITDIT/MIBS/servlet/index

（注） MIB Locator にアクセスするには、Cisco COO 名とパスワードが必要です。

• Cisco MIB をダウンロードしてコンパイルする方法については、次の URL を参照してください。

http://www.cisco.com/warp/public/477/SNMP/mibcompilers.html

MIB のダウンロード

MIB がまだないシステムに MIB をダウンロードするには、次の手順を実行します。

ステップ 1 前の項（「MIB を使用する際の注意事項」）の注意事項を確認します。

ステップ 2 次の Cisco URL のいずれかを参照します。ダウンロードする MIB がない場合は、もう一方の URL に
アクセスします。どちらにもない場合は、ステップ 5 の URL のどちらかにアクセスします。

http://www.cisco.com/pcgi-bin/Support/browse/psp_view.pl?p=Internetworking:SNMP&s=Implementation_and_Configuration#Samples_and_Tips
http://tools.cisco.com/ITDIT/MIBS/servlet/index
http://www.cisco.com/warp/public/477/SNMP/mibcompilers.html
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ftp://ftp.cisco.com/pub/mibs/v2

ftp://ftp.cisco.com/pub/mibs/v1

ステップ 3 MIB のリンクをクリックして、その MIB をシステムにダウンロードします。

ステップ 4 [File] > [Save] または [File] > [Save As] を選択して、MIB をシステムに保存します。

ステップ 5 次の URL では、業界標準の MIB をダウンロードできます。

• http://www.atmforum.com

MIB のコンパイル

Cisco 4500 シリーズ スイッチを SNMP ベースの管理アプリケーションと統合する場合は、そのプラッ

トフォーム用に MIB をコンパイルする必要があります。たとえば、HP Open View を UNIX オペレー

ティング システム上で実行する場合は、Cisco 4500 シリーズ スイッチ MIB を HP OpenView ネット

ワーク管理システム（NMS）でコンパイルする必要があります。手順については、NMS のマニュアル

を参照してください。

SNMP サポートのイネーブル化
次に、Cisco 4500 シリーズ スイッチに SNMP サポートを設定する手順の概要を説明します。

SNMP コマンドの詳細については、次のシスコ マニュアルを参照してください。

• 次の URL でアクセスできる『Cisco IOS Release 12.3 Configuration Fundamentals and Network 
Management Configuration Guide』の「Monitoring the Router and Network」の項

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_3/featlist/cfun_vcg.html

• 次の URL でアクセス『Cisco IOS Release 12.3 Configuration Fundamentals and Network 
Management Command Reference』の「Part 3: System Management Commands」の「Router and 
Network Configuration Commands」の項

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_3/configfun/command/reference/fun_r.html 

Cisco 4500 シリーズ スイッチに SNMP サポートを設定するには、次のステップを実行します。

ステップ 1 ルータのコマンドライン インターフェイス（CLI）を使用して基本的な SNMP 設定を行います。これ

らの基本コンフィギュレーション コマンドは SNMPv2c に対して実行されます。SNMPv3 では SNMP 
ユーザおよびグループも設定する必要があります。コマンドおよび設定情報については、前述のマニュ

アル リストを参照してください。

a. SNMP リード（read）コミュニティおよびリード /ライト（read/write）コミュニティを定義しま

す。

Router (config)# snmp-server community Read_Only_Community_Name ro
Router (config)# snmp-server community Read_Write_Community_Name rw

b. SNMP ビューを設定します（他の SNMP ユーザ グループにアクセス可能にするオブジェクトの範

囲を制限するため）。

Router (config)# snmp-server view view_name oid-tree {included | excluded}

ステップ 2 ルータから SNMP 通知を受信するホストを（IP アドレスで）指定します。

Router (config)# snmp-server host host

ftp://ftp.cisco.com/pub/mibs/v2
ftp://ftp.cisco.com/pub/mibs/v1
http://www.atmforum.com
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_3/featlist/cfun_vcg.html
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/ffun_r/index.htm
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ステップ 3 ルータで通知を生成できるように設定します。キーワードを使用すると、生成するメッセージの数およ

び種類を制限できます。

Router (config)# snmp-server enable traps [notification-type] [notification-option]

ステップ 4 （任意）Field Replaceable Unit（FRU）にリリースされた SNMP 通知をルータが生成するように設定

します。

Router (config)# snmp-server enable traps fru-ctrl

ステップ 5 （任意）環境モニタリングに関する SNMP 通知をルータが生成するように設定します。

Router (config)# snmp-server enable traps envmon
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ROM モニタ

この章では、Cisco 806 ルータの ROM モニタ（別名、ブートストラップ プログラム）について説明し

ます。 ROM モニタ ファームウェアは、ルータの電源投入時またはリセット時に起動します。ファーム

ウェアは、プロセッサ ハードウェアの初期化とオペレーティング システムの起動を助けます。ROM 
モニタを使用して、忘れてしまったパスワードの回復やコンソール ポートでのソフトウェアのダウン

ロードなど、特定の設定作業を実行できます。ルータに Cisco IOS ソフトウェア イメージがロードさ

れていない場合、ROM モニタがルータを実行します。

この付録の構成は、次のとおりです。

• ROM モニタの設置

• ROM モニタ コマンド

• ROM モニタ コマンドの説明

• コンフィギュレーション レジスタ

• コンソール ダウンロード

• debug コマンド

• ROM モニタの終了

（注） この章で使用するスイッチ コマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL で『Cisco 
Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』と関連資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products//hw/switches/ps4324/index.html

『Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』に掲載されていないコマンドについては、より詳

細な Cisco IOS ライブラリを参照してください。次の URL で『Catalyst 4500 Series Switch Cisco IOS 
Command Reference』と関連資料を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html

ROM モニタの設置
ROM モニタを使用するには、端末または PC をコンソール ポート経由でルータに接続している必要が

あります。ルータに付属の『Cisco 806 Router Hardware Installation Guide』のインストレーションの

章を参照して、ルータと PC または端末を接続します。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html
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次回再起動時に ROM モニタ モードで起動するようにルータを設定するには、次の作業を行います。

ROM モニタ コマンド
? を入力して、 ROM モニタ プロンプトに ? または help を入力すると、次のように、使用できるコマン

ドおよびオプションの一覧が表示されます。

rommon 1 > ?
alias               set and display aliases command
boot                boot up an external process
confreg             configuration register utility
dev                 list the device table
dir                 list files in file system
help                monitor builtin command help
history             monitor command history
meminfo             main memory information
repeat              repeat a monitor command
reset               system reset
set                 display the monitor variables
sysret              print out info from last system return
unalias             unset an alias
unset               unset a monitor variable

コマンドの大文字と小文字は区別されます。端末上で Break キーを押すとコマンドを停止できます。

PC を使用している場合、Ctrl キーと Break キーを同時に押すと、ほとんどの端末エミュレーション プ
ログラムはコマンドを停止します。別のタイプのターミナル エミュレータやターミナル エミュレー

ション ソフトウェアを使用している場合に Break コマンドを送信する方法については、その製品のマ

ニュアルを参照してください。

コマンド 作業

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開

始します。

ステップ 2 Switch(config)# config-reg 0x0 コンフィギュレーション レジスタをリセットし

ます。

ステップ 3 Switch(config)# exit グローバル コンフィギュレーション モードを終

了します。

ステップ 4 Switch# reload 新しいコンフィギュレーション レジスタ値で

ルータを再起動します。ルータは ROM モニタ 
モードのままで、Cisco IOS ソフトウェアを起

動しません。

設定値が 0x0 である限り、コンソールから手動

でオペレーティング システムを起動する必要が

あります。この付録の「ROM モニタ コマンド

の説明」の boot コマンドを参照してください。

再起動したルータは ROM モニタ モードになり

ます。新しく行が増えるごとにプロンプトの数

字が増加します。
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ROM モニタ コマンドの説明
表 71-1 に、一般的に使用される ROM モニタ コマンドを示します。

コンフィギュレーション レジスタ
仮想コンフィギュレーション レジスタは不揮発性 RAM（NVRAM）内に存在し、他の Cisco ルータと

同じ機能を持っています。仮想コンフィギュレーション レジスタは、ROM モニタまたはオペレーティ

ング システムで表示または変更できます。ROM モニタで 16 進形式のレジスタ値を入力するか、ROM 
モニタのプロンプトに従って各ビットを指定すると、コンフィギュレーション レジスタを変更できま

す。

コンフィギュレーション レジスタの手動での変更

ROM モニタから仮想コンフィギュレーション レジスタを手動で変更するには、confreg コマンドを入

力し、続けて新しいレジスタ値を 16 進数で入力します（次の例を参照）。

rommon 1 > confreg 0x2101

You must reset or power cycle for new config to take effect
rommon 2 >

値は常に 16 進数と見なされます。新しい仮想コンフィギュレーション レジスタ値は NVRAM に書き

込まれますが、ルータをリセットまたは再起動するまでは有効になりません。

表 71-1 一般的に使用される ROM モニタ コマンド

コマンド 説明

reset or i ルータをリセットまたは初期化します。電源投入に似ています。

dev ルータの起動装置の ID を表示します。次に例を示します。

rommon 10> dev
Devices in device table:
        id  name
    flash:  flash 

dir device: 指定した装置のファイルを表示します。次に例を示します。 

rommon 4 > dir flash:
      File size           Checksum   File name
2835276 bytes (0x2b434c)   0x2073    c806-oy6-mz

boot commands ROM モニタのブート コマンドの詳細については、『Cisco IOS Configuration 
Guide』および『Cisco IOS Command Reference』を参照してください。

b フラッシュ メモリの 初のイメージを起動します。

b flash: 
[filename]

フラッシュ メモリの 初のパーティションからイメージを直接起動しようとし

ます。ファイル名を入力しなかった場合、フラッシュの 初のイメージが起動さ

れます。
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コンフィギュレーション レジスタのプロンプトでの変更

confreg コマンドを引数なしで入力すると、仮想コンフィギュレーション レジスタの内容とプロンプト

が表示されます。プロンプトに各ビットの意味を指定すると、内容が変更できます。

いずれの場合も、新しい仮想コンフィギュレーション レジスタ値は NVRAM に書き込まれますが、

ルータをリセットまたは再起動するまでは有効になりません。

次に、confreg コマンドの入力例を示します。

rommon 7> confreg
 
     Configuration Summary
enabled are:
console baud: 9600
boot: the ROM Monitor
 
do you wish to change the configuration? y/n  [n]:  y
enable  “diagnostic mode”? y/n  [n]:  y
enable  “use net in IP bcast address”? y/n  [n]:  
enable  “load rom after netboot fails”? y/n  [n]:  
enable  “use all zero broadcast”? y/n  [n]:  
enable  “break/abort has effect”? y/n  [n]:  
enable  “ignore system config info”? y/n  [n]:  
change console baud rate? y/n  [n]:  y
enter rate: 0 = 9600, 1 = 4800, 2 = 1200, 3 = 2400  [0]:  0
change the boot characteristics? y/n  [n]:  y
enter to boot:
 0 = ROM Monitor
 1 = the boot helper image
 2-15 = boot system
    [0]:  0
 
Configuration Summary
enabled are:
diagnostic mode
console baud: 9600
boot: the ROM Monitor
 
do you wish to change the configuration? y/n  [n]:  
 
 
You must reset or power cycle for new config to take effect

コンソール ダウンロード
ROM モニタのコンソール ダウンロード機能を使用し、ルータのコンソール ポートを通じてソフト

ウェア イメージまたはコンフィギュレーション ファイルをダウンロードできます。ダウンロードした

ファイルはミニフラッシュ メモリ モジュールまたはメイン メモリに保存され、実行されます（イメー

ジ ファイルだけ）。

簡易ファイル転送プロトコル（TFTP）サーバにアクセスできない場合は、コンソール ダウンロードを

使用します。

（注） コンソール ポートを通じてルータにソフトウェア イメージまたはコンフィギュレーション ファイルを

ダウンロードする場合は、ROM monitor コマンドを使用します。



71-5
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-25340-01-J

第 71 章      ROM モニタ

debug コマンド

（注） PC を使用し Cisco IOS イメージをルータ コンソール ポート経由で 115,200 bps でダウンロードする場

合は、PC シリアル ポートで 16550 Universal Asynchronous Receiver/Transmitter（UART; 汎用非同期

送受信器）が使用されていることを確認します。PC シリアル ポートで 16550 UART が使用されてい

ない場合、コンソール ポート経由で Cisco IOS イメージをダウンロードするには 38,400 bps 以下の速

度を使用することを推奨します。

エラー レポート

ROM モニタ コンソール ダウンロードではデータの転送にコンソールが使用されるため、エラー メッ

セージはデータ転送が終了したときにだけ、コンソールに表示されます。

データ転送中にエラーが発生すると転送が中止され、エラー メッセージが表示されます。デフォルト

のボー レートを変更した場合は、端末のボー レートをコンフィギュレーション レジスタに指定された

ボー レートに戻すことを指示するメッセージがエラー メッセージに続いて表示されます。

debug コマンド
ROM モニタのほとんどのデバッグ コマンドは、Cisco IOS ソフトウェアがクラッシュまたは停止した

場合にだけ機能します。

次に、ROM モニタのデバッグ コマンドを示します。

• frame：別のスタック フレームを表示します。

• sysret： 後に起動したシステム イメージから返された情報を表示します。

この情報には、イメージを中止した理由、 大 8 フレームのスタック ダンプ、および例外が発生

したアドレス（例外がある場合）などが含まれます。

次に例を示します。

rommon 8> sysret
System Return Info:
count: 19,  reason: user break
pc:0x801111b0,  error address: 0x801111b0
Stack Trace:
FP: 0x80005ea8, PC: 0x801111b0
FP: 0x80005eb4, PC: 0x80113694
FP: 0x80005f74, PC: 0x8010eb44
FP: 0x80005f9c, PC: 0x80008118
FP: 0x80005fac, PC: 0x80008064
FP: 0x80005fc4, PC: 0xfff03d70
FP: 0x80005ffc, PC: 0x00000000
FP: 0x00000000, PC: 0x00000000

• meminfo：サイズ（バイト）、開始アドレス、使用可能なメイン メモリの範囲、パケット メモリの

開始点およびサイズ、NVRAM のサイズなどを表示します。

次に例を示します。

rommon 9> meminfo

Main memory size: 40 MB.
Available main memory starts at 0x10000, size 40896KB
IO (packet) memory size: 5 percent of main memory.
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NVRAM size: 32KB

ROM モニタの終了
起動時またはリロード時にフラッシュ メモリから Cisco IOS イメージを起動するには、ルータのコン

フィギュレーション レジスタに 0x2 ～ 0xF の値を設定する必要があります。

次に、コンフィギュレーション レジスタをリセットし、フラッシュ メモリに保存した Cisco IOS イ
メージをルータが起動する例を示します。

rommon 1 > confreg 0x2101

You must reset or power cycle for new config to take effect
rommon 2 >boot

ルータは、フラッシュ メモリの Cisco IOS イメージを起動します。ルータの次のリセット時または電

源の再投入時に、コンフィギュレーション レジスタの値は 0x2101 になります。
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A P P E N D I X A
略語

表 A-1 に、このマニュアルで使用されている略語の定義を示します。

表 A-1 略語

略語 説明

ACE アクセス コントロール エントリ

ACL アクセス コントロール リスト

AFI Authority and Format Identifier

Agport 集約ポート

ALPS Airline Protocol Support

AMP Active Monitor Present

APaRT 自動パケット認識および変換

ARP アドレス解決プロトコル

AV 属性値

AVVID Architecture for Voice, Video and Integrated Data

BDD Binary Decision Diagram

BECN 逆方向明示的輻輳通知

BGP ボーダー ゲートウェイ プロトコル 

BPDU ブリッジ プロトコル データ ユニット

BRF ブリッジ リレー機能

BSC Bisync

BSTUN ブロック シリアル トンネル

BUS Broadcast and Unknown Server

BVI ブリッジ グループ仮想インターフェイス

CAM 連想メモリ

CAR 専用アクセス レート 

CCA サーキット カード アセンブリ

CDP Cisco Discovery Protocol

CEF シスコ エクスプレス フォワーディング

CGMP Cisco Group Management Protocol

CHAP チャレンジ ハンドシェイク認証プロトコル
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付録 A      略語

CIR 認定情報レート

CIST 共通およびインターナル スパニングツリー

CLI コマンドライン インターフェイス

CLNS コネクションレス型ネットワーク サービス

CMNS コネクション モード ネットワーク サービス

COPS Common Open Policy Server

COPS-DS Common Open Policy Server Differentiated Services

CoS サービス クラス

CPLD Complex Programmable Logic Device

CRC 巡回冗長検査

CRF コンセントレータ リレー機能

CST Common Spanning Tree

CUDD University of Colorado Decision Diagram

DBL ダイナミック バッファ制限

DCC データ カントリ コード

dCEF 分散型シスコ エクスプレス フォワーディング

DDR ダイヤル オンデマンド ルーティング

DE 廃棄適性

DEC Digital Equipment Corporation

DFI Domain-Specific Part Format Identifier

DFP ダイナミック フィードバック プロトコル

DISL Dynamic Inter-Switch Link

DLC データ リンク制御

DLSw データ リンク スイッチング

DMP Data Movement Processor

DNS ドメイン ネーム システム

DoD 米国国防総省

DoS サービス拒絶

DRAM ダイナミック RAM

DSAP 宛先サービス アクセス ポイント

DSCP DiffServ コード ポイント

DSPU ダウンストリーム SNA 物理ユニット

DTP ダイナミック トランキング プロトコル

DTR データ端末レディ

DXI データ交換インターフェイス

EAP 拡張認証プロトコル

EARL Enhanced Address Recognition Logic

表 A-1 略語 （続き）

略語 説明
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付録 A      略語

EEPROM 電気的に消去可能でプログラミング可能な ROM

EHSA 拡張高システム可用性

EHT 明示的ホスト トラッキング

EIA 米国電子工業会

ELAN エミュレート LAN

EOBC イーサネット アウトオブバンド チャネル

ESI エンド システム識別子

FECN 順方向明示的輻輳通知

FM Feature Manager

FRU 現地交換可能ユニット

FSM Feasible Successor Metrics

GARP General Attribute Registration Protocol

GMRP GARP Multicast Registration Protocol

GVRP GARP VLAN Registration Protocol

HSRP Hot Standby Routing Protocol

ICC Inter-Card Communication

ICD International Code Designator

ICMP インターネット制御メッセージ プロトコル

IDB インターフェイス記述子ブロック

IDP Initial Domain Part またはインターネット データグラム プロトコル

IFS IOS ファイル システム

IGMP インターネット グループ管理プロトコル

IGRP Interior Gateway Routing Protocol

ILMI 統合ローカル管理インターフェイス

IP インターネット プロトコル

IPC プロセッサ間通信

IPX Internetwork Packet Exchange

IS-IS Intermediate System-to-Intermediate System

ISL スイッチ間リンク

ISO 国際標準化機構

LAN Local Area Network

LANE LAN エミュレーション

LAPB 平衡型リンク アクセス手順

LDA Local Director Acceleration

LCP リンク制御プロトコル

LEC LAN エミュレーション クライアント

LECS LAN エミュレーション コンフィギュレーション サーバ

LEM リンク エラー モニタ

表 A-1 略語 （続き）

略語 説明
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付録 A      略語

LER リンク エラー レート

LES LAN エミュレーション サーバ

LLC 論理リンク制御

LTL Local Target Logic

MAC メディア アクセス コントロール

MACL MAC アクセス コントロール 

MD5 Message Digest 5

MFD Multicast Fast Drop

MIB 管理情報ベース

MII メディア独立型インターフェイス

MLS マルチレイヤ スイッチング

MLSE Maintenance Loop Signaling Entity

MOP メンテナンス オペレーション プロトコル

MOTD Message-Of-The-Day

MLSE Maintenance Loop Signaling Entity

MRM Multicast Routing Monitor

MSDP Multicast Source Discovery Protocol

MST マルチ スパニングツリー

MSTI MST インスタンス

MTU 大伝送単位

MVAP Multiple VLAN Access Port

NBP ネーム バインディング プロトコル

NCIA ネイティブ クライアント インターフェイス アーキテクチャ

NDE NetFlow データ エクスポート

NET Network Entity Title

NetBIOS Network Basic Input/Output System

NFFC NetFlow フィーチャ カード

NMP ネットワーク管理プロセッサ

NSAP ネットワーク サービス アクセス ポイント

NTP ネットワーク タイム プロトコル

NVRAM 不揮発性 RAM

OAM オペレーション、アドミニストレーション、メンテナンス

ODM Order Dependent Merge

OSI オープン システム インターコネクション

OSPF Open Shortest Path First

PACL Port Access Control List

PAE Port Access Entity

PAgP ポート集約プロトコル

表 A-1 略語 （続き）

略語 説明
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付録 A      略語

PBD Packet Buffer Daughterboard

PBR ポリシー ベース ルーティング

PC パーソナル コンピュータ 

PCM パルス符号変調

PCR ピーク セル レート

PDP ポリシー デシジョン ポイント

PDU プロトコル データ ユニット

PEP Policy Enforcement Point

PGM Pragmatic General Multicast

PHY 物理副層

PIB Policy Information Base

PIM Protocol Independent Multicast

PoE Power over Ethernet

PPP ポイントツーポイント プロトコル

PRID Policy Rule Identifiers

PVST+ Per-VLAN Spanning Tree+

QM QoS Manager

QoS Quality of Service

RADIUS リモート認証ダイヤルイン ユーザ サービス

RAM ランダムアクセス メモリ

RCP リモート コピー プロトコル

RGMP Router-Ports Group Management Protocol

RIB ルーティング情報ベース

RIF ルーティング情報フィールド

RMON リモート ネットワーク モニタ

ROM 読み取り専用メモリ

ROMMON ROM モニタ

RP ルート プロセッサまたはランデブー ポイント

RPC リモート プロシージャ コール

RPF リバース パス転送

RPR Route Processor Redundancy

RSPAN リモート SPAN

RST リセット

RSVP ReSerVation Protocol

SAID セキュリティ アソシエーション ID

SAP サービス アクセス ポイント

SCM Service Connection Manager

SCP Switch Module Configuration Protocol

表 A-1 略語 （続き）

略語 説明



 

A-6
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-25340-01-J

付録 A      略語

SDLC 同期データ リンク制御

SGBP Stack Group Bidding Protocol

SIMM シングル インライン メモリ モジュール

SLB サーバ ロード バランシング

SLCP Supervisor Line-Card Processor

SLIP シリアル ライン インターネット プロトコル

SMDS Software Management and Delivery Systems

SMF ソフトウェア MAC フィルタ

SMP Standby Monitor Present

SMRP シンプル マルチキャスト ルーティング プロトコル

SMT ステーション管理

SNAP サブネットワーク アクセス プロトコル

SNMP 簡易ネットワーク管理プロトコル

SPAN スイッチド ポート アナライザ

SSTP Cisco Shared Spanning-Tree

STP Spanning Tree Protocol

SVC 相手先選択接続

SVI スイッチ仮想インターフェイス

TACACS+ Terminal Access Controller Access Control System Plus

TARP Target Identifier Address Resolution Protocol

TCAM Ternary Content Addressable Memory

TCL Table Contention Level

TCP/IP 伝送制御プロトコル /インターネット プロトコル

TFTP 簡易ファイル転送プロトコル

TIA 米国電気通信工業会

TopN レポートでポート トラフィックを分析することを可能にするユーティリ

ティ

TOS タイプ オブ サービス

TLV Type-Length-Value

TTL Time To Live

TVX 有効な送信

UDLD 単一方向リンク検出プロトコル

UDP ユーザ データグラム プロトコル

UNI ユーザ ネットワーク インターフェイス

UTC 協定世界時

VACL VLAN アクセス コントロール リスト

VCC 仮想チャネル回線

VCI 仮想回線識別子

表 A-1 略語 （続き）

略語 説明
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付録 A      略語

VCR 仮想コンフィギュレーション レジスタ

VINES 仮想ネットワーク システム

VLAN 仮想 LAN

VMPS VLAN メンバーシップ ポリシー サーバ

VPN バーチャル プライベート ネットワーク

VRF VPN ルーティング /転送

VTP VLAN トランキング プロトコル

VVID 音声 VLAN ID

WFQ 重み付け均等化キューイング

WRED 重み付きランダム早期検出

WRR 重み付きラウンドロビン

XNS Xerox Network System

表 A-1 略語 （続き）

略語 説明



 

A-8
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-25340-01-J

付録 A      略語



IN-1
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-25340-01-J

I N D E X

記号

.pcap ファイルへのキャプチャされたパケットの保存、
Wireshark 56-4

数字

10/100 自動ネゴシエーション機能、強制 7-20

10 ギガビット イーサネット ポート

ギガビット イーサネット SFP ポートの配置 7-12, 
7-13

10 ギガビット イーサネット ポートまたはギガビット イー

サネット ポート

WS-X4606-10GE-E および Supervisor Engine 6-E へ
の配置 7-13

1400 W DC SP トリプル入力電源装置

特記事項 12-19

1400 W DC 電源装置

特記事項 12-18

802.10 SAID（デフォルト） 15-5

802.1AE

標準 43-2

802.1Q

他の機能を備えたトンネル ポート 27-6

トランク 20-6

トンネリング

説明 27-2

他の機能との互換性 27-5

デフォルト 27-3

802.1Q VLAN

トランクの制約事項 17-5

802.1s

「MST」を参照

802.1w

「MST」を参照

802.1X

「ポートベースの認証」を参照

802.1x-REV 43-2

802.1X 許可ステートのポート 44-5

802.1X 認証

MAC 認証バイパスを使用 44-13

VLAN ユーザ分散 44-17

VLAN 割り当てを使用 44-11

Web ベース認証 44-15

音声 VLAN ポートを使用 44-23

クリティカル認証 44-15

ゲスト VLAN を使用 44-12

単方向制御ポート用 44-16

認証失敗 VLAN 割り当て 44-18

ポート セキュリティによる 44-20

802.1X ホスト モード 44-7

単一ホスト 44-8

マルチドメイン認証モード 44-8

マルチ認証モード 44-9

802.1X 無許可ステートのポート 44-5

802.3ad

「LACP」を参照

A

AAA 48-1

AAA（認証、許可、アカウンティング）。「ポートベース

の認証」も参照 46-2

ACE

ACL 51-2

IP 1-38, 51-2

レイヤ 4 演算の制約事項 51-10

ACE および ACL 48-1
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ACL

ACE 51-2

CPU への影響 51-12

IP、ポート ACL の一致基準 51-4

MAC 拡張 51-14

SPAN 55-6

Supervisor Engine 6-E の TCAM プログラミン

グ 51-10

Supervisor Engine II-Plus から V-10GE の TCAM プ
ログラミング 51-7

VLAN マップ 51-5

VLAN マップでの設定 51-27

同じスイッチでの互換性 51-3

概要 51-2

高 CPU のトラブルシューティング 51-7

サポートされるタイプ 51-3

処理 51-12

スイッチド パケットへの適用 51-27

制御パケットのキャプチャのモード選択 51-7

ダウンロード可能 46-7

ハードウェアおよびソフトウェアのサポート 51-6

ポート

音声 VLAN 51-5

定義済み 51-3

ルータ ACL の一致基準 51-3

ルーテッド パケットへの適用 51-28

レイヤ 3 インターフェイスへの IPv6 ACL の適

用 51-18

ACL および VLAN マップ、例 51-20

ACL の設定、レイヤ 2 インターフェイスを表示す

る 51-34

ACL、レイヤ 2 インターフェイスに適用する 51-34

ACL 割り当てとリダイレクト URL、設定 44-39

ACL 割り当て、ポートベースの認証 44-21

ANCP クライアント

DHCP オプション 82 によるポートの識別 36-4

イネーブル化および設定 36-2

概要 36-1

注意事項および制約事項 36-5

プロトコルによるポートの識別 36-2

ANCP プロトコル

ポートの識別 36-2

AQM、DBL 経由の、Supervisor Engine 6-E での 
QoS 40-34

ARP

定義済み 4-38

テーブル

アドレス解決 4-38

管理する 4-38

authentication open コマンド 44-9

Auth Manager サマリー、表示 44-115

Auth Manager セッション、インターフェイスの、確

認 44-116

Auto-MDIX、ポート上の

概要 7-30

設定 7-31

設定の表示 7-32

Auto Smartports マクロ

IOS シェル 19-2, 19-11

「Smartports マクロ」も参照

イネーブル化 19-4

組み込みマクロ 19-5

設定時の注意事項 19-5

定義 1-2, 19-1

デフォルト設定 19-4

表示 19-14

Auto SmartPort 組み込みマクロ

パラメータの設定 19-7

Auto SmartPort ユーザ定義マクロ

設定 19-11

auto-sync コマンド 9-8, 10-8

B

BackboneFast

MST 20-24

「STP」も参照

概要 23-14

サポートされていない MST 20-24



Index

IN-3
Catalyst 4500 シリーズ スイッチ Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-25340-01-J

スイッチの追加（図） 23-4

設定 23-17

リンク障害（図） 23-15, 23-16

BFD

およびハードウェア サポート 37-7

制約事項 37-2

設定

BGP のサポート 37-9

EIGRP のサポート 37-10

OSPF のサポート 37-11

Slow timer 37-15

インターフェイスのセッション パラメー

タ 37-8

エコー モード 37-15

スタティック ルーティングのサポート 37-13

ダイナミック ルーティング プロトコルのサポー

ト 37-8

設定例

BGP ネットワークでの BFD 37-25

OSPF ネットワークでの BFD 37-21

スタティック ルーティングのサポート 37-27

デフォルトでイネーブルのエコー モードでの 
EIGRP ネットワークでの BFD 37-17

前提条件 37-2

動作 37-2

ネイバー関係 37-3

非対称性のないエコー モードのディセーブル

化 37-16

モニタリングおよびトラブルシューティング 37-17

b flash コマンド 71-3

BGP 1-15

Multi-VRF CE によるルーティング セッショ

ン 39-13

boot bootldr コマンド 3-33

boot system flash コマンド 3-29

boot system コマンド 3-27, 3-33

boot コマンド 3-29, 71-3

BPDU

疑似ブリッジ 20-26

内容 20-4

メディア速度 20-2

BPDU ガード

MST 20-24

概要 23-8

設定 23-17

b コマンド 71-3

C

Call Home

アラート グループ 65-6

重大度しきい値 65-8

情報の表示 65-14

説明 1-22, 65-2

通信のテスト 65-11

デフォルト設定 65-19

メッセージ

形式オプション 65-2

メッセージ形式オプション 65-2

call home 65-1

mail-server プライオリティ 65-10

smart call home の機能 65-2

SMTP サーバ 65-9

宛先プロファイル 65-5

定期的な通知 65-8

電子メール オプションの設定 65-9

パターン マッチング 65-9

レート制限メッセージ 65-9

連絡先情報 65-4

Call Home 宛先プロファイル

属性 65-5

call home 宛先プロファイル

設定 65-5

説明 65-5

表示 65-17

Call Home アラート グループ

説明 65-6

call home アラート グループ

設定 65-6
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登録 65-7

Call Home 通知

syslog のフルテキスト形式 65-26

call home 通知

syslog の XML 形式 65-29

call home の連絡先

情報の割り当て 65-4

CDP

LLDP での定義 29-1

インターフェイス上でのイネーブル化 28-3

概要 1-3, 28-1

コミュニティ内の自動検出 14-7

設定 28-2

設定の表示 28-3

ホスト表示の検出 44-9

メンテナンス 28-3

モニタリング 28-3

レイヤ 2 プロトコル トンネリング 27-13

cdp enable コマンド 28-3

CEF 33-9

NSF/SSO 11-5

イネーブル化 33-6, 68-2

概要 33-1
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